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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 （注）金額は、表示単位未満を切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 ％

18年12月中間期 15,906 141.9 1,212 225.4 855 256.8

17年12月中間期 6,574 (－) 372 (－) 239 (－)

18年６月期 18,022 (－) 1,459 (－) 1,206 (－)

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
株当り当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月中間期 499 261.1 10,019 56 9,084 27 15.0 3.6 5.4

17年12月中間期 138 (－) 16,954 55 14,412 96 6.2 2.4 3.6

18年６月期 702 (－) 15,750 83 13,655 01 25.0 7.1 6.7

 

（注）１．期中平均株式数 18年12月中間期 49,875株 17年12月中間期 8,163株 18年６月期 44,591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）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（実績） － － － － － －

19年6月期（予想） － － － 1,000 － 1,000

（注）19年６月期末配当金の内訳は　普通配当　700円00銭、記念配当　300円00銭　であります。

 

※　　本資料及び添付資料記載の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

(3）財政状態  

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

18年12月中間期 23,523 3,341 14.2 66,671 90

17年12月中間期 10,203 2,224 21.8 229,859 32

18年６月期 16,984 2,811 16.6 56,975 25

（注）１．期末発行済株式数 18年12月中間期 50,125株 17年12月中間期 9,678株 18年６月期 49,345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

百万円 百万円 百万円

通期 30,555 2,269 1,337

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　26,693円12銭

※　　本資料及び添付資料記載の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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６．個別中間財務諸表等
(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  2,042,146   1,928,171    1,881,200   

２．売掛金  ―   29,734    19,692   

３．たな卸資産 ※１ 6,863,419   18,270,908    13,727,816   

４．貯蔵品  ―   ―    2,279   

５．前渡金  941,049   1,141,600    458,089   

６．前払費用  ―   351,609    67,452   

７．繰延税金
資産 

 ―   581,129    95,331   

８．短期貸付金  ―   ―    ― ―  

９．立替金  ―   ―    22,339   

10．その他 ※５ 175,952   338,917    108,803   

貸倒引当金  △287   △76,550    △361   

流動資産合計   10,022,281 98.2  22,565,521 95.9 12,543,240  16,382,645 96.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形
固定資産

※２ 34,357   61,804    35,253   

２．無形
固定資産

 5,326   29,246    26,949   

３．投資その他の
資産

           

(1)投資有価証券  ―   376,275    189,000   

(2)関係会社株式  30,000   320,635    260,000   

(3)出資金  ―   ―    5,000   

(4)長期貸付金  37,878   ―    ―   

(5)破産更生債権
等

 ―   ―    756   

(6)長期前払費用  ―   114,677    26,658   

(7)繰延税金
資産 

 ―   ―    1,028   

(8)差入保証金  49,262   ―    57,155   

(9)その他  24,663   65,342    1,304   

貸倒引当金  △227   △756    △756   

投資その他の
資産合計

 141,557   876,173    540,147   

固定資産合計   181,261 1.8  967,224 4.1 785,963  602,349 3.5

資産合計   10,203,542 100.0  23,532,746 100.0 13,329,203  16,984,994 100.0
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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  15,750   85,684    19,025   

２．一年内償還予
定社債

 100,000   200,000    100,000   

３．短期借入金 ※１ 2,014,500   5,529,668    8,998,000   

４．一年内返済予
定長期借入金

※１ 3,058,580   1,560,000    2,302,500   

５．未払金  ―   318,358    302,217   

６．未払費用  ―   ―    29,648   

７．未払法人税等  91,000   849,000    43,300   

８．未払消費税等  ―   51,128    ―   

９．前受金  ―   4,347,314    2,500   

10．預り金  ―   ―    122,706   

10．前受収益  ―   ―    5,783   

11．賞与引当金  2,129   7,151    2,175   

12．その他 ※６ 428,734   216,374    ―   

流動負債合計   5,710,693 56.0  13,164,678 55.9 7,453,984  12,317,555 72.5

Ⅱ　固定負債            

１．社債  890,000   810,000    960,000   

２．長期借入金 ※１ 1,065,540   5,943,000    664,000   

３．預り敷金保証
金 

 ―   ―    227,354   

４．繰延税金負債  ―   6,774    ―   

５．その他  312,730   266,364    4,641   

固定負債合計   2,268,270 22.2  7,026,139 29.9 4,757,868  1,855,995 10.9

負債合計   7,978,963 78.2  20,190,817 85.8 12,211,853  14,173,551 83.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金 ※３  971,100 9.5  ―  ―  ―  

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  740,800   ―    ―   

資本剰余金合計   740,800 7.3  ―  ―  ―  

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益

 512,678   ―    ―   

利益剰余金合計   512,678 5.0  ―  ―  ―  

資本合計   2,224,578 21.8  ―  ―  ―  

負債資本合計   10,203,542 100.0  ―  ―  ―  

            

－ 3 －



  
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   ― ―  991,920 4.2 991,920  982,560 5.8

２．資本剰余金            

(1)資本準備金  ―   761,620    752,260   

資本剰余金合計   ― ―  761,620 3.2 761,620  752,260 4.4

３．利益剰余金            

繰越利益剰余金  ―   1,576,348    1,076,623   

利益剰余金合計   ― ―  1,576,348 6.7 1,576,348  1,076,623 6.3

株主資本合計   ― ―  3,329,888 14.2 3,329,888  2,811,443 16.6

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．有価証券評価
差額金

 ―  ― 12,039    ―   

 評価・換算差額
等計

  ― ―  12,039 0.1 12,039  ― ―

純資産合計   ― ―  3,341,928 14.2 3,341,928  2,811,443 16.6

負債純資産合計   ― ―  23,532,746 100.0 23,532,746  16,984,994 100.0
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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   6,574,988 100.0  15,906,484 100.0 9,331,496  18,022,710 100.0

Ⅱ　売上原価   5,492,101 83.5  13,528,620 85.1 8,036,518  14,966,795  

売上総利益   1,082,887 16.5  2,377,864 14.9 1,294,977  3,055,915 17.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  710,268 10.8  1,165,211 7.3 454,943  1,595,981 8.9

営業利益   372,618 5.7  1,212,653 7.6 840,034  1,459,934 8.1

Ⅳ　営業外収益 ※２  17,394 0.3  103,531 0.7 86,137  69,442  

Ⅴ　営業外費用   150,107 2.3  460,226 2.9 310,119  322,602  

経常利益   239,906 3.6  855,958 5.4 616,052  1,206,773 6.7

Ⅵ　特別利益 ※３  4,673 0.1  ― ― △4,673  4,598  

Ⅶ　特別損失 ※４  4,726 0.1  7,671 0.0 2,945  9,245 0.0

税引前中間（当期）
純利益

  239,853 3.6  848,286 5.3 608,433  1,202,126 6.7

法人税、住民
税及び事業税

 86,588   834,817    514,483   

法人税等調整
額

 14,865 101,453 1.5 △486,256 348,561 2.1 247,108 △14,702 499,781 2.8

中間（当期）
純利益

  138,400 2.1  499,725 3.1 36,125  702,345 3.9

前期繰越利益   374,278   ―    ―  

中間(当期)未
処分利益

  512,678   ―    ―  
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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・換算差額金

等

資本金

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券評

価差額金
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰

余金

繰越利益剰
余金

平成18年6月30日　残高
（千円）

982,560 752,260 ― 1,076,623 2,811,443 ― 2,811,443

中間会計期間中の変動額

新株の発行 9,360 9,360 ― ― 18,720 ― 18,720

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

中間純利益 ― ― ― 499,725 499,725 ― 499,725

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― ― 12,039 12,039

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

9,360 9,360 ― 499,725 518,445 12,039 511,764

平成18年12月31日　残高
（千円）

991,920 761,620 ― 1,576,348 3,329,888 12,039 3,341,928

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・換算差額金

等

資本金

資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券評

価差額金
純資産合計

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年6月30日　残高
（千円）

619,100 259,200 ― 374,278 1,252,578 ― 1,252,578

中間会計期間中の変動額

新株の発行 363,460 493,060 ― ― 856,520 ― 856,520

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― 702,345 702,345 ― 702,345

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

363,460 493,060 ― 702,345 1,558,865 ― 1,558,865

平成18年6月30日　残高
（千円）

982,560 752,260 ― 1,076,623 2,811,443 ― 2,811,443
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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

移動平均法による原価法

(1）有価証券

　　　　同左

 

(1）有価証券

同左

 

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

　　　　同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

個別法による原価法

(3）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

　　　　同左

(3）たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

　　　　同左

貯蔵品

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

 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

定率法

 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

定率法

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　　８～18年

　車両運搬具　　　　　３～４年

　工具器具備品　　　　２～８年

　建物　　　　　　　　８～35年

　車両運搬具　　　　　２～４年

　工具器具備品　　　　２～８年

　建物　　　　　　　　８～18年

　車両運搬具　　　　　３～４年

　工具器具備品　　　　２～８年

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

を行っております。

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

を行っております。

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

を行っております。

(2）無形固定資産

 自社利用のソフトウェアについ

て、社内における見込利用可能

期間（５年以内）に基づく定額

法

(2）無形固定資産

　　　　同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却

(3）長期前払費用

　　　　同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

 支払時に全額費用処理しており

ます。

(1）新株発行費

　　　　同左

(1) 新株発行費

同左

(2）社債発行費

 支払時に全額費用処理しており

ます。

(2）社債発行費

　　　　同左

(2）社債発行費

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）

４．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

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

 　　　　同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

 従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額に基づき、当

中間会計期間の負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

　　　　同左

(2）賞与引当金

　　　　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

 税抜方式によっております。

 なお、控除対象外消費税等は固

定資産に係るものは長期前払費

用に計上し（５年償却）、それ

以外は発生年度の期間費用とし

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
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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　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

※１　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

※１　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

(1) 担保資産 (1) 担保資産 (1) 担保資産

たな卸資産 6,448,429千円 たな卸資産 12,998,948千円 販売用不動産 6,648,843千円

 仕掛販売用不動産 5,623,401

 　　　計 12,272,244

(2) 担保付債務 (2) 担保付債務 (2) 担保付債務

短期借入金 1,756,300千円

一年内返済予定長期

借入金
3,015,200

長期借入金 1,058,000

計 5,829,500

短期借入金 5,529,668千円

一年内返済予定長期

借入金
1,560,000

長期借入金 5,943,000

計 13,032,668

短期借入金 8,912,000千円

一年内返済予定長期

借入金
2,302,500

 長期借入金 66,400

計 11,878,500

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、

48,259千円であります。

※２      　   　　― ※２      　　　　　―

※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数

普通株式　　24,000株

発行済株式総数

普通株式　　 9,678株　

 ※３   　      　　 ―

※４　偶発債務

債務保証　　次の関係会社について、金

融機関からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

株式会社Ｓ－fit　  3,888千円

  

※５　未収消費税等は、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

  

※６　　　　　　　―   

－ 9 －



（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　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

（1）販売費

広告宣伝費　　　　　　 36,170千円

販売手数料　　　　　　 38,652

旅費交通費             30,087

（2）一般管理費

給与手当　　　　　 　 199,555千円

賞与引当金繰入額      　2,129

地代家賃　　　　　　　 40,231

減価償却費            　7,289

業務委託費　　　　　　113,858

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

（1）販売費

貸倒引当金繰入額　　　 76,189千円

販売手数料　　　　　  333,394

            

（2）一般管理費

給与手当　　　　　  　129,934千円

賞与引当金繰入額        7,151

租税公課　　　　　   　87,321

減価償却費              5,173

業務委託費　　　　　  131,010

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

（1）販売費

広告宣伝費　　　　　　123,455千円

販売手数料　　　　　　207,588

旅費交通費           　50,306

貸倒引当金繰入額          528

（2）一般管理費

役員報酬　　　　　 　 104,369千円

給与手当　            390,356

賞与引当金繰入額      　2,175

地代家賃　　　　　　　 84,620 

減価償却費           　15,221

業務委託費　　　　　　161,063

   

※２　関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれております。

事務受託収入　　　　　　　5,714千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれております。

事務受託収入　　　　　　94,285千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとお

り含まれております。

事務受託収入　　　　　　55,338千円

   

※３　特別利益の主要な内容は、次のとおりで

あります。

車両運搬具売却益　　　　　4,598千円

※３　　　　　　　　 ― ※３　特別利益の主要な内容は、次のとおりで

あります。

     車両運搬具売却益　　　　　4,598千円

   

※４　特別損失の主要な内容は、次のとおりで

あります。

※４　特別損失の主要な内容は、次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

事務所移転損失　　　　　　4,726千円 子会社株式評価損　　　　　7,364千円

事務所移転損失　　　　　　　307

工具器具備品              1,904千円

   

（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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 49,345 780 ― 50,125

合計 49,345 780 ― 50,125

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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 7,878 41,467 ― 49,345

合計 7,878 41,467 ― 49,345
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①　リース取引

 EDINET による開示を行うため記載を省略しております。
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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における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。

（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 229,859円32銭

１株当たり中間純利益

金額
16,954円55銭

１株当たり純資産額 66,671円90銭

１株当たり中間純利益

金額
10,019円56銭

１株当たり純資産額 56,975円25銭

１株当たり当期純利益

金額
15,750円83銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

14,412円16銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

9,084円27銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

　　　　　　　　     13,655円01銭

（注）　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） 138,400 499,725 702,345

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （　―　） （　―　） （　―　）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
138,400 499,725 702,345

期中平均株式数（株） 8,163 49,875 44,591

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） 0 ― ―

普通株式増加数（株） 1,440 5,135 6,844

（うち新株予約権（株）） (1,440) (5,135) (6,844)

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

― ― ―
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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）

当中間事業年度
（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　当社は、平成18年１月４日付で、

株式会社ティー・バイ・エスインター

ナショナルの新株式を引き受け、同

社を子会社化いたしました。

 ― １　当社は、平成18年７月４日付で、

当社グループの経営基盤の強化・拡

大とともにインターネットを利用し

た不動産（販売）に関する情報提供

サービス等による不動産営業部門や

サイト広告営業の強化を図り収益性

を高める為、当社66％出資による株

式会社ギブコムを設立いたしました。

(1)子会社化の理由

　当社グループは、アセットマネジ

メント事業及び賃貸管理事業を営む

同社を子会社とすることにより、営

業手法をより多様化し、営業力の向

上を図り、事業基盤の構築を行うも

のであります。

 

 

 

 　

 

 

 (1)商号

 　株式会社ギブコム

 (2)代表者

 　代表取締役　窪島　健悟

 (3)本社所在地

 　東京都目黒区下目黒一丁目８番１

号

(2)株式の取得内容

取得株式数：800株（議決権の数

800個）

取得価額：40,000,000円

払込日：平成18年１月４日 

 

 

 

 

 

 

 (4)設立年月日

　 平成18年７月４日

 (5)主な事業内容

 　不動産ポータルサイトの運営

 (6)決算期

 　６月

(3)子会社化後の概要

① 商号

株式会社ティー・バイ・エスイ

ンターナショナル

② 代表者

代表取締役社長　臼井貴弘

 

 

 

  

 (7)資本の額

   50,000,000円

 (8)発行済株式総数

   1,000株

③ 本社所在地

東京都目黒区下目黒１－２－21

④ 設立年月日

平成17年11月１日 　

  

⑤ 主な事業内容

アセットマネジメント事業及び

賃貸管理事業

⑥ 決算期

６月30日

  

⑦ 資本の額

50,000,000円

  

⑧ 発行済株式総数

1,000株

  

－ 13 －



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）

当中間事業年度
（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　当社は、平成18年３月３日付で、

当社グループの営業基盤の強化・拡

大とともに販売責任の明確化と組織

活性化を図り収益性を高める為、当

社100％出資による株式会社エスジー

インベスターズを設立いたしました。

(1)商号

株式会社エスジーインベスターズ

(2)代表者

代表取締役社長　川田　秀樹

(3)本社所在地

東京都目黒区下目黒一丁目８－１

(4)設立年月日

平成18年３月３日

(5)主な事業内容

不動産の販売

(6)決算期

６月

(7)資本の額

40,000,000円

(8)発行済株式総数

800株

―  ―
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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）

当中間事業年度
（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　当社は、平成18年２月10日開催の

取締役会において、株式分割による

新株式の発行を行う旨の決議をいた

しました。

 ―  ―

(1)株式分割の目的  投資金額の引き

下げ、及び株式の流動性の向上を図

ることにより、投資家の皆様により

投資しやすい環境を整える目的で実

施するものであります。

(2)株式分割の概要

① 平成18年３月31日付をもって、

平成18年３月31日最終の株主名簿

及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数を、１

株につき５株の割合をもって分割

する。

② 分割により増加する株式数

　普通株式として、平成18年3月31

日最終の発行済株式総数に4を乗じ

た株式数といたします。

③ 配当起算日　平成18年４月１日

　また、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報及び当

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となり

ます。

当中間会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額

45,971円86銭

１株当たり純資産額

31,799円40銭

１株当たり中間純利益

金額

3,390円91銭

１株当たり当期純利益

金額

8,606円86銭

潜在株調整後１株当た

り中間純利益金額

2,882円43銭

潜在株調整後１株当た

り当期純利益金額

―
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