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１．平成19年６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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 56 △68.5 △18 46.9 86 －

18年６月中間期 179 57.7 △12 － △20 －

18年６月期 260  △33  △63  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 31 101.4 307 69

18年６月中間期 15 － 181 91

18年６月期 △20  △328 35

（注）①期中平均株式数 19年６月中間期100,842.75株 18年６月中間期 84,696.75株 18年６月期 62,553.04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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 1,132 1,115 100.7 11,045 34

18年６月中間期 1,056 977 92.5 11,008 60

18年６月期 960 948 97.6 9,874 64

（注）①期末発行済株式数 19年６月中間期 103,239株 18年６月中間期 88,824株 18年６月期 94,946株

②期末自己株式数 19年６月中間期  －株 18年６月中間期  －株 18年６月期 －株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

通　期 110 74 5

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　49円 58銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年６月期 － － － － － －

19年６月期（実績） － － － － －  

19年６月期（予想） － － － － － －

 

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  87,428   280,154    91,042   

２．売掛金  114,605   1,050    6,860   

３．たな卸資産  8,386   －    －   

４. 前払費用  －   948    1,067   

５．未収入金  126,546   72,329    14,779   

６．その他 ※１ 11,872   210    －   

貸倒引当金  △350   －    －   

流動資産合計   348,489 33.0  354,693 31.3 6,204  113,750 11.8

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※２ 7,416   6,637    7,303   

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェア  25,479   －    －   

２．その他  144   －    －   

無形固定資産合
計

 25,624   －    －   

(3）投資その他の資産            

１．関係会社株式  479,572   676,747    676,747   

２．投資有価証券  183,780   85,885    154,135   

３. 差入保証金  －   8,751    8,751   

４．その他  11,836   －    －   

投資その他の資
産合計

 675,189   771,384    839,634   

固定資産合計   708,231 67.0  778,021 68.7 69,790  846,937 88.2

資産合計   1,056,720 100.0  1,132,715 100.0 75,994  960,687 100.0
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  16,007   －    －   

２. 未払金  －   4,936    4,196   

３. 未払費用  －   1,301    292   

４．未払法人税等  9,042   2,259    433   

５．繰延税金負債  20,049   －    －   

６．その他 ※３ 33,792   2,039    －   

流動負債合計   78,891 7.5  10,537 0.9 △68,354  4,922 0.5

Ⅱ　固定負債            

 　1.その他  －   6,989    6,989   

固定負債合計   －   6,989 0.6 6,989  6,989 0.7

負債合計   78,891 7.5  17,526 1.5 △61,364  11,912 1.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   502,569 47.5  － － △502,569  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  417,325   －    －   

資本剰余金合計   417,325 39.5  － － △417,325  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．別途積立金  10,000   －    －   

２．中間未処分利益  16,550   －    －   

利益剰余金合計   26,550 2.5  － － △26,550  － －

 Ⅳ　その他有価証券
　　 評価差額金

  31,383 3.0  － － △31,383  － －

資本合計   977,828 92.5  － － △977,828  － －

負債及び資本合計   1,056,720 100.0  － － △1,056,720  － －
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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）
対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

(1）資本金   － －  617,183 54.5 617,183  560,386 58.3

(2）資本剰余金            

１．資本準備金  －   122,639    475,142   

２．その他資本剰余
金

 －   400,000       

資本剰余金合計   － －  522,639 46.1 522,639  475,142 49.5

(3）利益剰余金            

１．その他利益剰余
金

           

別途積立金  －   10,000    10,000   

繰越利益剰余
金

 －   11,631    △19,396   

利益剰余金合計   － －  21,631 1.9 21,631  △9,396 △1.0

株主資本合計   － －  1,161,454 102.5 1,161,454  1,026,132 106.8

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評
価差額金

  － － △21,144    △88,575   

評価・換算差額等合
計

  － －  △21,144 △1.8 △21,144  △88,575 △9.2

Ⅲ　新株予約権   － －        

  １．新株予約権     △25,122    11,218   

 　　新株予約権合計      △25,122 △2.2 △25,122  11,218 1.2

純資産合計   － －  1,115,188 98.5 1,115,188  948,775 98.8

負債純資産合計   － －  1,132,715 100.0 1,132,715  960,687 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   179,458 100.0  56,420 100.0 △123,038  260,392 100.0

Ⅱ　売上原価   78,639 43.8  － 0.0 △78,639  93,185 35.8

売上総利益   100,819 56.2  56,420 100.0 △44,399  167,206 64.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  113,510 63.3  75,057 133.0 △38,453  200,542 77.0

営業損失   12,691 7.1  18,637 33.0 △5,946  33,336 12.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,478 2.5  108,025 191.4 103,546  4,478 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  12,584 7.0  3,282 5.8 △9,302  34,190 13.1

経常利益又は
経常損失
（△）

  △20,798 △11.6  86,104 152.6 106,902  △63,047 △24.2

 Ⅵ　特別利益 ※３  45,300 25.2  36,030 63.8 △9,270  45,300 17.4

 Ⅶ　特別損失 ※４  920 0.5  89,500 158.6 88,579  920 0.4

税引前中間純
利益又は税引
前当期純損失
（△）

  23,581 13.1  32,634 57.8 9,053  △18,668 △7.2

法人税、住民
税及び事業税

 7,728   1,606    289   

法人税等調整
額

 445 8,174 4.5 － 1,606 2.8 △6,567 1,580 1,870 0.7

中間純利益又
は当期純損失
（△）

  15,407 8.6  31,028 55.0 15,620  △20,539 △7.9

前期繰越利益   1,143   －    －  

中間未処分利
益

  16,550   －    －  
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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

資本金

資本剰余金

株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年6月30日　残高
（千円）

560,386 475,142 － 475,142 10,000 △19,396 △9,396 1,026,132

中間会計期間中の変動額

新株の発行(新株予約権及び新
株引受権の行使)

56,797 47,496 － 47,496 － － － 104,293

資本準備金の額減少 － △400,000 400,000 － － － － －

中間純利益 － － － － － 31,028 31,028 31,028

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

56,797 △352,503 400,000 47,496 － 31,028 31,028 135,321

平成18年12月31日　残高
（千円）

617,183 122,639 400,000 522,639 10,000 11,631 21,631 1,161,454

評価・換算差額等
新株予約権及び新

株引受権
純資産合計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年6月30日　残高
（千円）

△88,575 △88,575 11,218 948,775

中間会計期間中の変動額

新株の発行(新株予約権及び新
株引受権の行使)

－ － － 104,293

資本準備金の額減少 － － － －

中間純利益 － － － 31,028

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

67,431 67,431 △36,340 31,091

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

67,431 67,431 △36,340 166,413

平成18年12月31日　残高
（千円）

△21,144 △21,144 △25,122 1,115,188
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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

資本金

資本剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年6月30日　残高
（千円）

471,310 395,182 395,182 － 11,143 11,143 877,636

事業年度中の変動額

新株の発行(新株予約権及び新
株引受権の行使)

89,076 79,959 79,959 － － － 169,035

別途積立金の積立 － － － 10,000 △10,000 － －

当期純利益 － － － － △20,539 △20,539 △20,539

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

89,076 79,959 79,959 10,000 △30,539 △20,539 148,496

平成18年6月30日　残高
（千円）

560,386 475,142 475,142 10,000 △19,396 △9,396 1,026,132

評価・換算差額等
新株予約権及び新

株引受権
純資産合計

その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年6月30日　残高
（千円）

－ － 9,860 887,496

事業年度中の変動額

新株の発行(新株予約権及び新
株引受権の行使)

－ － － 169,035

別途積立金の積立 － － － －

当期純利益 － － － △20,539

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△88,575 △88,575 1,358 △87,217

事業年度中の変動額合計
（千円）

△88,575 △88,575 1,358 61,279

平成18年6月30日　残高
（千円）

△88,575 △88,575 11,218 948,775
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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

子会社株式

　総平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

　　　　同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基

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。

その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基

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。

その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく

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

　総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

　　　同左

　時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

仕掛品

　　　　　―――　　

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）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。

(1）有形固定資産

　　　　　同左

　

(1）有形固定資産

同左

 建物 ６～15年

工具、器具及び

備品
２～６年

  

  

 

 (2）無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアに

ついては、原則３年以内の残存有

効期間による見込販売収益に基づ

く定額法を採用し、自社利用のソ

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

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

―――

―――　　

 

 

 株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

新株発行費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

 　　　―――　　

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

性を検討し回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

　　　　　　同左

貸倒引当金

同左

５．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

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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　　　　　同左

(1）消費税等の会計処理

同左

8



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　　 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）

―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―――

―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当中間会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年８月11日　実務対応報告第19

号）を適用しております。

　これにより、前中間会計期間まで新株の発

行に係る費用は「新株発行費」として表示し

ておりましたが、当中間会計期間より「株式

交付費」として表示しております。

（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）および「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

937,557千円であります。

　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。

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。なお、これに

より損益の影響はありません。

 ―――

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）

「未払法人税等」は、前中間期まで、「流動負債」の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間期において、

負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の１を超え

たため、区分掲記いたしました。なお、前中間期末におけ

る「未払法人税等」の残高は664千円であります。

　　　　　　　　　　　　―――
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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　消費税等の取扱い ※１　 　　　　　――― ※１             ―――

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額の重要性が乏しいた

め流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

  

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

3,773千円     1,384千円 582千円

※３ ※３　消費税等の取扱い ※３ 

――― 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額の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。

――― 

（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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4千円

受取配当金 4,473千円

受取利息  3千円

受取配当金  107,816千円

受取利息 4千円

受取手数料   4,473千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7千円

新株発行費  12,577千円

株式交付費    3,282千円 支払利息   7千円

新株発行費   34,182千円

 ※３　特別利益

有価証券売却益 45,300千円

 ※３　特別利益

投資有価証券売却益   1,710千円

自己新株予約権受贈益 34,320千円

 ※３  特別利益

投資有価証券売却益 45,300千円

※４　特別損失　 ※４　特別損失　 ※４  特別損失

固定資産除却損 920千円

 

投資有価証券評価損   89,500千円

 

固定資産除却損   920千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 755千円

無形固定資産 5,269千円

有形固定資産    801千円 有形固定資産   1,750千円

無形固定資産   7,059千円

（中間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

　該当事項はありません。

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

　該当事項はありません。
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①　リース取引

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

　　該当事項はありません。 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）

有形固定資産 9,835 6,786 3,048

計 9,835 6,786 3,048

 

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）

有形固定資産 10,505 7,596 2,908

計 10,505 7,596 2,908

(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 1,424千円

１年超 1,788千円

合計 3,212千円

１年内    1,294千円

１年超      1,721千円

合計      3,016千円

(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

支払リース料 986千円

減価償却費相当額 848千円

支払利息相当額 70千円

支払リース料      1,915千円

減価償却費相当額      1,658千円

支払利息相当額   133千円

(4）減価償却費相当額の算定方法  (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。

 同左

(5）利息相当額の算定方法  (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。

　　　　 同左

②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。
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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 11,008.60円

１株当たり中間純利益 181.91円

潜在株式調整後１株当

たり当中間純利益
107.54円

当社は、平成17年９月５日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。また、平成17年12月１

日付で株式１株につき３株の株式分

割を行っております。

　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

情報については、それぞれ以下の通

りとなります。

前中間会計期間 

１株当たり純資産額 7,384.75円

１株当たり中間純損失 183.66円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益について、新株引受権及び新株予約権の残

高はありますが、１株当たり中間純損失が計

上されているため記載しておりません。

前事業年度 

１株当たり純資産額 10,571.89円

１株当たり当期純利益 252.64円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
220.18円

１株当たり純資産額 11,045.34円

１株当たり中間純利益     307.69円

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

250.53円

１株当たり純資産額   9,874.64円

１株当たり当期純損失     328.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益について、新株引受権及

び新株予約権の残高はありますが、

１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

当社は、平成17年９月５日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。また、平成17年12月１

日付で株式１株につき３株の株式分

割を行っております。

　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

情報については、それぞれ以下の通

りとなります。

１株当たり純資産額 15,952.38円

１株当たり当期純利益 255.18円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
226.45円
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の

根拠は、以下のとおりであります。

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株当たり中間（当期）純利益又は中間

純損失(△)
   

中間純利益又は当期純損失（△）（千

円）
15,407 31,028 △20,539

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る当期純利益又は中間純

損失（△）（千円）
15,407 31,028 △20,539

期中平均株式数（株） 84,696.75     100,842.75     62,553.04

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

普通株式増加数（株） 58,572 23,008 －

（うち新株引受権） 2,352 1,218 －

（うち新株予約権） 56,220 21,790 －

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

第５回新株予約権

（新株予約権の数150

個）

第４回新株予約権（新

株予約権の数 810個）

第５回新株予約権（新

株予約権の数 150個）

第６回新株予約権（新

株予約権の数 19,681

個）

―――
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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）

１．会社分割

当社は平成18年３月１日に情報技術事業を会社分割したとにより、純粋持株会社制へ移行し、同日付で商号を株

式会社アルファ・トレンド・ホールデングスに変更しております。これにより新たに設立された株式会社アルファ・

テクノロジーが当該事業を継承しております。

２．第３回新株予約権の発行中止

平成18年２月24日に開催された取締役会におきまして、平成17年８月31日に決議された当社第３回新株予約権の

発行を中止する決議を行っております。

３．第６回新株予約権の発行

当社は、平成18年２月24日開催の取締役会において、当社株主に対し、新株予約権を発行する決議を行っており

ます。

なお、本件内容につきましては、４．中間連結財務諸表等　「注記事項　（重要な後発事象）」をご参照くださ

い。

 

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）

１．株式会社アクシコの株式取得（連結子会社化）

平成19年２月５日開催の取締役会において、株式会社アクシコの第三者割当増資を引受け、同社を当社子会社と

することを決議いたしました。なお、本件内容につきましては、４．中間連結財務諸表等　「注記事項　（重要な

後発事象）」をご参照ください。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．新株予約権の行使

（１）当社では、当決算期後、平成18年８月18日付けで下記の通り新株式の発行が行われました。

①発行した株式の種類及び数：普通株式4,800株

　②発行の形態：第２回新株予約権800個の行使

　③発行価格：１株につき15,668円

　④発行価額の総額：75,203,200円

　⑤資本組入額の総額：37,601,600円

　⑥払込日：平成18年８月18日

（２）当社では、当決算期後、平成18年８月30日付けで下記の通り新株式の発行が行われました。

①発行した株式の種類及び数：普通株式2,232株

②発行の形態：第１回新株予約権186個の行使

③発行価格：１株につき4,167円

④発行価額の総額：9,300,744円

⑤資本組入額の総額：9,300,744円

⑥払込日：平成18年８月30日

（３）当社では、当決算期後、平成18年８月30日付けで下記の通り新株式の発行が行われました。

①発行した株式の種類及び数：普通株式1,200株

②発行の形態：第２回新株予約権200個の行使

③発行価格：１株につき15,668円

④発行価額の総額：18,800,800円

⑤資本組入額の総額：9,400,400円

⑥払込日：平成18年８月30日
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