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平成 19 年６月期 個別中間財務諸表の概要 平成 19 年２月 15 日

 
 

 
 
1. 18 年 12 月中間期の業績(平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日) 
 (1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)
 売上高 営業利益 経常利益 
 
18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

 
916 
758 

百万円  ％ 
   20.9 

11.0 
190
138

百万円  ％
37.1  
△0.3  

 
188 
114 

百万円   ％
63.9  

△17.3  
18 年 ６月期 1,627 246 219 
 

 中間(当期)純利益 
1 株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 1株当たり
中間(当期)純利益 

 
18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

 
106 
59 

百万円  ％ 
78.1 

△29.4 
3,561
6,359

円  銭
62 
21 

 
3,557 
6,208 

円  銭 
23 
18 

18 年 ６月期 115 3,986 42  3,921   38  
(注) ① 期中平均株式数   18 年 12 月中間期  29,885 株   17 年 12 月中間期  9,398 株   18 年６月期  28,867 株 
 ② 会計処理の方法の変更  無 
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
   
 (2) 財政状態 

 総資産 純資産  自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

百万円 
2,461      
1,774      

百万円
1,285      
1,141      

％ 
52.2 
64.4 

円  銭
43,004  53 
117,299  82  

18 年 ６月期 2,965      1,191      40.2 39,872  67  
(注) ① 期末発行済株式数 18 年 12 月中間期 29,885 株   17 年 12 月中間期 9,735 株   18 年６月期 29,885 株 
 ② 期末自己株式数    18 年 12 月中間期   －株   17 年 12 月中間期   －株   18 年６月期   －株 
   
 
２. 19 年６月期の業績予想(平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日) 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

 
通     期 

百万円 
2,001  

百万円
260 

百万円
141      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  5,027 円 32 銭 
 
 
３. 配当状況 

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年６月期 0.00 500.00 500.00 

19年６月期（実績） 0.00 － 

19年６月期（予想） － 500.00 
500.00 

 
 
 
※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

上場会社名 日本社宅サービス株式会社 上場取引所 東証マザーズ  
コード番号 ８９４５ 本社所在都道府県 東京都  
(ＵＲＬ http://www.syataku.co.jp/) 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
常務取締役管理グループ長 

氏 名 
氏 名 

笹 晃 弘  
池田 彰二  

    ＴＥＬ (03)5229-8700  
中間決算取締役会開催日 平成 19 年２月 15 日 配当支払開始日 平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無 無   
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６．中間財務諸表等 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  845,611 481,022  428,127 

２．売掛金  23,610 56,879  30,571 

３．営業立替金  561,117 687,248  1,295,490 

４．たな卸資産  23,358 5,508  18,983 

５．その他  33,841 41,125  41,536 

貸倒引当金  △584 △744  △1,322 

流動資産合計   1,486,954 83.8 1,271,039 51.6  1,813,388 61.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 68,769 77,492  61,012 

２．無形固定資産  39,763 59,618  42,299 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  151,047 211,007  208,327 

(2)関係会社株式  － 799,192  799,192 

(3)その他  27,787 42,862  40,994 

投資その他の資

産合計 
 178,834 1,053,063  1,048,514 

固定資産合計   287,368 16.2 1,190,173 48.4  1,151,826 38.8

資産合計   1,774,323 100.0 2,461,213 100.0  2,965,215 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金  173,383 673,682  1,264,474 

２．未払金  118,163 121,256  112,396 

３．未払法人税等  49,340 88,171  53,696 

４．営業預り金  215,953 204,353  255,909 

５．賞与引当金  10,535 8,001  8,057 

６．役員賞与引当金  10,425 10,485  20,850 

７．その他 ※２ 50,544 70,072  58,234 

流動負債合計   628,345 35.4 1,176,022 47.8  1,773,620 59.8

Ⅱ 固定負債   4,063 0.2 － －  － －

負債合計   632,409 35.6 1,176,022 47.8  1,773,620 59.8

     

（資本の部）  
 

  

Ⅰ 資本金   597,250 33.7 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金  344,500 －  － 

  資本剰余金合計   344,500 19.4 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金     

 １．中間（当期）未処

分利益 
 192,907 －  － 

  利益剰余金合計   192,907 10.9 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  7,255 0.4 － －  － －

資本合計   1,141,913 64.4 － －  － －

負債・資本合計   1,774,323 100.0 － －  － －
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前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

     

（純資産の部）  
 

  

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   － － 602,917 24.5  602,917 20.3

 ２．資本剰余金     

(1)資本準備金  － 350,166  350,166 

  資本剰余金合計   － － 350,166 14.2  350,166 11.8

 ３．利益剰余金     

(1)その他利益剰余金     

   繰越利益剰余金  － 339,715  248,218 

   利益剰余金合計   － － 339,715 13.8  248,218 8.4

株主資本合計   － － 1,292,798 52.5  1,201,302 40.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評

価差額金 
  － △7,608   △9,707

評価・換算差額等合計   － － △7,608 △0.3  △9,707 △0.3

純資産合計   － － 1,285,190 52.2  1,191,594 40.2

負債純資産合計   － － 2,461,213 100.0  2,965,215 100.0
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（2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   758,077 100.0 916,418 100.0  1,627,284 100.0

Ⅱ 売上原価   434,554 57.3 539,474 58.9  1,004,997 61.8

売上総利益   323,523 42.7 376,943 41.1  622,286 38.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   184,785 24.4 186,774 20.3  375,789 23.0

営業利益   138,737 18.3 190,169 20.8  246,497 15.2

Ⅳ 営業外収益   147 0.0 300 0.0  543 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１  23,951 3.1 2,142 0.2  27,713 1.7

経常利益   114,933 15.2 188,326 20.6  219,327 13.5

Ⅵ 特別利益   557 0.1 578 0.0  － －

Ⅶ 特別損失 ※２  6,609 0.9 － －  6,642 0.4

税引前中間(当

期)純利益 
  108,881 14.4 188,904 20.6  212,684 13.1

法人税、住民税及

び事業税 
 46,551 84,758  93,391 

法人税等調整額  2,565 49,117 6.5 △2,292 82,465 9.0 4,217 97,609 6.0

中間(当期)純利

益 
  59,764 7.9 106,438 11.6  115,075 7.1

前期繰越利益   133,143 －   －

中間(当期)未処

分利益 
  192,907 －   －
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（3）中間株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産 

合計 

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594

中間会計期間中の変動

額 
  

  剰余金の配当  △14,942 △14,942 △14,942 △14,942

  中間純利益  106,438 106,438 106,438 106,438

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

  2,099 2,099

中間会計期間中の変動

額合計（千円） 
 91,496 91,496 91,496 2,099 93,595

平成18年12月31日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 339,715 339,715 1,292,798 △7,608 1,285,190

 

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

  株主資本 
評価・換金

差額等 

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利益

剰余金 

  

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合

計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産 

合計 

平成17年６月30日残高

（千円） 
448,500 123,250 123,250 144,411 144,411 716,161 3,196 719,358

事業年度中の変動額   

新株の発行 154,417 226,916 226,916 381,333 381,333

  剰余金の配当  △11,268 △11,268 △11,268 △11,268

  当期純利益  115,075 115,075 115,075 115,075

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

  △12,904 △12,904

事業年度中の変動額合

計（千円） 
154,417 226,916 226,916 103,807 103,807 485,140 △12,904 472,236

平成18年６月30日残高

（千円） 
602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594
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（4）中間キャッシュ・フロー計算書 

   前事業年度末より連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間及び前事業年度については中間連結財務

諸表において記載しております。 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益  108,881 

減価償却費  10,355 

繰延資産償却額  4,095 

貸倒引当金の増減額  △557 

賞与引当金の増減額  3,790 

役員賞与引当金の増減額  △6,645 

受取利息及び受取配当金  △3 

支払利息  2,175 

株式公開費用  18,624 

固定資産除却損  6,609 

売上債権の増減額  2,099 

営業立替金の増減額  555,706 

たな卸資産の増減額  △14,279 

その他流動資産の増減額  △979 

未払消費税等の増減額  △8,785 

前受金の増減額  1,496 

営業預り金の増減額  △41,838 

その他流動負債の増減額  2,848 

その他  △1,876 

小計  641,718 

利息及び配当金の受取額  0 

利息の支払額  △1,806 

法人税等の支払額  △86,411 

営業活動によるキャッシュ・フロー  553,501 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △45,261 

無形固定資産の取得による支出  △24,210 

有形固定資産の除却による支出  △1,813 

投資有価証券の取得による支出  △129,538 

その他  △1,607 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △202,431 
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前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  △496,129 

長期借入金の返済による支出  ― 

新株発行による収入  365,904 

株式公開に伴う支出  △18,624 

配当金の支払額  △11,268 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △160,117 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  190,952 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  654,658 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 

残高 
※ 845,611 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

 ①子会社株式 

             

 

(1)有価証券 

 ①子会社株式 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

(1)有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用してお

ります。 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資については、組合契約に

規定される決算報告日におい

て入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっており

ます。 

 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価法を

採用しております。 

 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基づ

く原価法を採用してお

ります。 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物 15年 

  工具器具備品 ５年～12年 

  また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、支出時に費用処理してお

ります。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。

(2)無形固定資産 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しています。

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。 

 (3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

(追加情報) 

役員賞与は「役員賞与の会計処

理に関する当面の取り扱い」（企

業会計基準委員会実務対応報告

第13号 平成16年３月９日）に

基づき、前事業年度から発生時

に会計処理することとしており

ます。この結果、従来の方法と

比較して、「営業利益」、「経

常利益」および「税引前中間純

利益」はそれぞれ10,425千円減

少しております。 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

 

(1） 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当期に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 

 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 

                        

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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（会計処理の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

固定資産の減損に係る会計処理 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が平成17年４月１日以降

に適用されたことに伴い、当中間会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適用してお

ります。 

 なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

              固定資産の減損に係る会計処理 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が平成17年４月１日以降

に適用されたことに伴い、当事業年度から同

会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

                            貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部に相当する金額は

1,191,594千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の財務諸表等規則により作

成しております。 

 

 

 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

（中間貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前中間会計期間まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は12,510千円

であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額    

24,556千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

44,681千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   

33,943千円 

 

※２．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的に重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

              

  

 

３．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェア

の開発委託契約に関連し、ソフトウェア

の開発委託先から平成16年３月９日付

けで151,147千円の損害賠償請求訴訟が

提起され、現在係争中であります。 

   当社はこれに対し、何ら根拠なきもの

として請求棄却を求めるとともに、開発

委託先に対し、債務不履行による損害賠

償の支払いを求め、平成16年５月26日付

けで反訴を提起いたしました。 

 

３．偶発債務 

同左 

 

３．偶発債務 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※１．営業外費用の主なもの 

    株式公開費用   18,624千円 

    新株発行費償却   4,095千円 

 

              ※１．営業外費用の主なもの 

    株式公開費用    18,624千円 

    新株発行費償却   7,017千円 

※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損   6,609千円 

              

              

  

※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損   6,642千円 

              

３．減価償却実施額 

    有形固定資産    8,167千円 

    無形固定資産    2,187千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産   10,737千円 

    無形固定資産    2,458千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産   17,869千円 

    無形固定資産    4,324千円 

 
 

（株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 当中間会計期間末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年７月 1日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定      845,611  

現金及び現金同等物     845,611  
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

工具器

具備品 
92,315 63,372 28,943 

ソフト

ウェア 
85,205 82,364 2,840 

合計 177,520 145,737 31,783 

  

 

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

工具器

具備品 
85,863 67,091 18,771

ソフト

ウェア 
3,664 608 3,056

合計 89,528 67,699 21,828

  

 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

期末残高

相当額 

（千円）

工具器

具備品 
85,863 57,964 27,898

ソフト

ウェア 
3,664 243 3,421

合計 89,528 58,207 31,320

  

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,695千円

１年超 13,699千円

合計 33,395千円

１年内 14,925千円

１年超 7,745千円

合計 22,670千円

１年内 19,905千円

１年超 12,639千円

合計 32,545千円

   
   

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 18,905千円 

減価償却費相当額 17,752千円 

支払利息相当額 650千円 
  

 
支払リース料 10,236千円 

減価償却費相当額 9,492千円 

支払利息相当額 362千円 
  

 
支払リース料 32,032千円 

減価償却費相当額 29,997千円 

支払利息相当額 1,144千円 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度及び当中間会計期間の有価証券の注記（子会

社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）については連結財務諸表の注記事項として記載しておりま

す。 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

 

取得原価 

（千円） 

中間貸借

対照表計上

額（千円）

差額 

（千円）

(1）株式 31,239 43,473 12,233

(2）債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 31,239 43,473 12,233

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,500 

  投資事業組合への出資金 100,073 

  

当中間会計期間（平成 18 年 12 月 31 日）及び前事業年度（平成 18 年６月 30 日）における子会社

株式のうち、時価のあるものはありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度及び当中間会計期間のデリバティブ取引関係

の注記については連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

   前中間会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当社はデリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度及び当中間会計期間の持分法損益等に関す

る注記は記載しておりません。 

     前中間会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 

117,299.82円 

 

１株当たり中間純利益金額 

6,359.21円 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

6,208.18円 

 
１株当たり純資産額 

43,004.53円 

 

１株当たり中間純利益金額 

3,561.62円 

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

3,557.23円 
  

 
１株当たり純資産額 

39,872.67円 

 

１株当たり当期純利益金額 

3,986.42円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

3,921.38円 

 
 

 当社は、平成18年１月18日をもって普通株

式１株を３株に分割いたしました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであ

ります。 

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 

39,099.94円 

１株当たり中間純利益金額 

2,119.74円 

潜在株式調整後１株当たり中間 

純利益 

2,069.39円 
 

当社は、平成18年１月18日をもって普通株

式１株を３株に分割いたしました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

27,451.20円 

１株当たり当期純利益金額 

4,589.52円 
 

   

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

中間（当期）純利益（千円） 59,764 106,438 115,075 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 59,764 106,438 115,075 

期中平均株式数（株） 9,398 29,885 28,867 

普通株式増加数（株） 228 36 478 

（うち新株予約権） （228） （36） （478） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 

            

 

平成17年９月28日定時株

主総会において決議された

新株予約権843個（普通株式

843株） 

 

平成17年９月28日定時株

主総会において決議された

新株予約権879個（普通株式

879株） 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

               

 

１．株式の分割について 

平成17年10月20日開催の当社取締役会の決議

に基づき、下記のとおり株式分割による新株式

を発行しております。 

（1）平成18年１月18日付けをもって普通株式１

株を３株に分割いたしました。 

①分割により増加する株式数 

  普通株式   19,470株 

②分割方法 

  平成17年11月30日最終の株主名簿およ

び実質株主名簿に記載または記録され

た株主の所有株式１株につき３株の割

合をもって分割いたしました。 

（2）配当起算日 

   平成18年１月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報およ

び当期首に行われたと仮定した場合の当中間会

計期間における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりであります。 

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額

27,450.77円 

１株当たり 

純資産額

39,099.94円 

１株当たり 

純資産額

27,451.20円 

１株当たり 

中間純利益  

3,594.06円 

１株当たり 

中間純利益  

2,119.74円 

１株当たり 

当期純利益  

4,589.52円 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

― 円 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

2,069.39円 

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益 

― 円 
 

 

１．取締役及び監査役に対するストックオプシ

ョン（新株予約権）の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定

時株主総会において、会社法第361条に基づ

き、当社取締役及び監査役に対し報酬として

新株予約権を付与することを決議いたしま

した。 

(1) 発行する新株予約権の数 

  取締役に対し498個、監査役に対し

102個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類

および数 

当社普通株式600株を１年間の上限

とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

付与日においてブラック・ショール

ズ・モデルにより算定した価額とす

る。 

 

２．従業員等に対するストックオプション（新

株予約権）の発行について 

当社は、平成18年９月28日開催の第８期定

時株主総会において、会社法第236条、第238

条及び第239条に基づき、当社従業員及び当

社子会社の役員及び従業員に対し特に有利

な条件で新株予約権を付与することを決議

いたしました。 

(1) 発行する新株予約権の数 

900個を上限とする。 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類

および数 

当社普通株式900株を１年間の上限

とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

無償とする。 
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前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

２．新株予約権の発行について 

当社は、平成18年２月13日開催の取締役会に

おいて、平成17年９月28日開催の当社第７期定

時株主総会で承認されました商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づく、ストック・

オプションとして発行する新株予約権につい

て、具体的な発行内容を下記のとおり決定いた

しました。 

（1）新株予約権の発行日 平成18年２月14日 

（2）発行する新株予約権の数   27個 

（3）新株予約権の目的となる株式の種類およ

び数      当社普通株式27株 

（4）新株予約権の発行価額  無償とする 

（5）付与対象者   当社従業員 

（6）新株予約権の行使に際して払込をすべき

金額 

    新株予約権１個当たり 281,983円 

    (１株当たり 281,983円) 

（7）新株予約権の行使により発行する株式の

発行価額の総額    7,613,541円 

（8）新株予約権を行使することができる期間 

    平成19年10月１日から平成27年９月

27日まで 

（9）新株予約権の行使により発行する新株の

発行価額中資本に組入れる額 

     １株当たり 140,992円 

 

                              

 

 

 

 


