
（百万円未満切捨て）

１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 

 ②中間財務諸表は、18年６月中間期より作成したため、18年６月中間期の対前年中間期増減率については、記載しておりません。 

 ③18年６月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2）財政状態 

(3）キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

（注）18年12月期期末配当金の内訳   普通配当   6,100円00銭 

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％表示は対前期増減率）

 平成19年12月期 中間決算短信（非連結） 
平成19年８月９日

上場会社名 ハイパーコンセプション株式会社 上場取引所 ＪＱ 

コード番号 ３０５４ ＵＲＬ http://www.hyperpc.co.jp/ 

代表者     （役職名）取締役社長 （氏名）関根 俊一 

問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 （氏名）白戸 孝子 ＴＥＬ （03）5295－3671 

半期報告書提出予定日 平成19年９月26日 配当支払開始予定日     ― 

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年６月中間期 5,598 8.8 191 △6.9 191 △4.2 112 △22.5 

18年６月中間期 5,145 － 205 － 199 － 144 － 

18年12月期 10,199   354   309   201   

 
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 

 円 銭 円 銭 

19年６月中間期 16,725 71 16,189 67 

18年６月中間期 25,354 20 － － 

18年12月期 33,775 92 33,055 87 

 ①持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

 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 3,040 1,177 38.7 175,667 49 

18年６月中間期 3,090 673 21.8 118,111 87 

18年12月期 3,375 1,108 32.9 165,345 31 

（参考）自己資本 19年６月中間期 1,177百万円 18年６月中間期 673百万円 18年12月期 1,108百万円

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年６月中間期 115 170 △321 1,016 

18年６月中間期 △27 △24 173 1,144 

18年12月期 46 △194 177 1,051 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

18年12月期 － － － － － － 6,100 00 6,100 00 

19年12月期 － － － － － －   
19年12月期（予想） － － － － 6,800 00 6,800 00 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 11,200 9.8 380 7.3 369 19.2 206 2.5 30,723 34 
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４．その他 

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

(2）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 6,705株 18年６月中間期 5,705株 18年12月期 6,705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12月期 －株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料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含ん

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

業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や、雇用環境の改善等により、緩や

かな景気拡大基調が続きました。 

  コンピュータ販売業界においては、「Windows Vista（ビスタ）」が平成19年１月より販売開始されましたが、当

社がターゲットとする法人市場での影響は限定的なものにとどまりました。しかし、景気回復やセキュリティ需要の

高まりなどにより需要は堅調に推移しております。 

  当社はこのような経営環境の中、「コンピュータ事業の着実な成長」と「アスクル＆サプライ事業、サービス＆サ

ポート事業の拡大」という二大営業方針を掲げ、営業力の強化に継続的に取り組むとともに、顧客のニーズに合った

製品やサービスを提供する体制を整えてまいりました。 

  以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高5,598,130千円（前年同期比8.8%増）、経常利益は191,286千円（同

4.2%減）、中間純利益は112,145千円（同22.5%減）となりました。 

  各事業別の営業の概況は次のとおりであります。 

 ①コンピュータ事業 

  従来からの大手企業へのコンピュータ及び周辺機器の販売が好調で、新規取引先も順調に増加したことにより、

 売上高は4,639,888千円（同8.1%増）となりました。 

 ②アスクル＆サプライ事業 

  既存取引先の稼働推進が順調に進んだこと、サプライ製品販売における取引先の拡大が進んだことにより、売上

 高は599,043千円（同25.3%増）となりました。 

 ③サービス＆サポート事業 

  既存取引先との安定的な取引が継続しましたが、結果は前年同期比でほぼ横ばいの、売上高359,198千円（同  

  4.6%減）となりました。 

  

 今後の見通しにつきましては、コンピュータ販売において、国内法人顧客の新規獲得を図ると同時に、既存顧客と

の取引をさらに拡大し、着実な成長を持続するように努めてまいります。また、主要顧客である法人ユーザーに対し

て、アスクル、サプライ、設置保守、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなどの提案を通じて、関連事業の連携強化

を推進し、収益率の向上に努めます。 

 通期の見通しにつきましては、売上高112億円、経常利益３億69百万円、当期純利益２億６百万円を計画しており

ます。  

  

(2）財政状態に関する分析 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

    1)流動資産 

      当中間会計期間末の流動資産の残高は、2,815,455千円（前事業年度末は3,139,491千円）となり、324,036千 

    円減少いたしました。現金及び預金、売掛金が減少いたしました。 

    2)固定資産 

      当中間会計期間末の固定資産の残高は、225,370千円（前事業年度末は235,804千円）となり、10,434千円減 

    少いたしました。投資その他の資産の減少が大きな要因であります。 

    3)流動負債 

      当中間会計期間末の流動負債の残高は、1,712,942千円（前事業年度末は1,972,159千円）となり、 

    259,217千円減少いたしました。買掛金、及び一年内返済予定長期借入金の減少が大きな要因であります。 

    4)固定負債 

      当中間会計期間末の固定負債の残高は、150,033千円（前事業年度末は294,497千円）となり、144,463千円 

    減少いたしました。長期借入金の減少が大きな要因であります。 

    5)純資産 

      当中間会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ69,210千円増加し1,177,850千円となり、自己資本比 

   率は32.9%から38.7%に増加しました。当期純利益を112,145千円計上したことにより、利益剰余金も増加しまし 

  た。 

     なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ10,322円18銭増加し175,667円49銭となりました。 
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    ②当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

      当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して35,611千

  円減少し、当中間会計期間末には1,016,103千円となりました。 

   当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動により得られた資金は、115,433千円（前年同期比142,839千円増）になりました。これは主に仕入債 

   務の減少112,424千円及び法人税等の支払額103,360千円があったものの、税引前中間純利益191,286千円及び売上

     債権の減少70,973千円があったことによるものであります。 

     （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

       投資活動の得られた資金は170,935千円（前年同期比195,394千円増）となりました。これは主に定期預金等の 

     預入による支出114,013千円及び定期預金等の払戻による収入284,013千円によるものであります。 

     （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

       財務活動の結果使用した資金は321,980千円（前年同期比495,973千円増）となりました。これは長期借入金の 

   返済による支出281,080千円及び配当金の支払額40,900千円によるものであります。 

  

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

自己資本比率：純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも財務数値により計算している。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のう

 ち利子を支払っているすべての負債を対象としている。 

（注）平成17年12月期及び平成18年12月期中間期の時価ベースの自己資本比率は、非上場だったため、「－」で表示し

   ております。 

（注）平成18年12月期中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

   キャッシュ・フローがマイナスのため、「－」で表示しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

  当社は、株主に対して業績に対応した利益還元を行うことを基本方針としております。配当に関しましては、将来

の経営環境の変化に対応していくため、積極的な事業展開や企業体質の強化に必要な内部留保の充実などを勘案して

総合的に決定する方針であります。 

  

  平成17年12月期 
平成18年12月期 

中間期 
平成18年12月期 

平成19年12月期 

中間期 

自己資本比率（％） 19.9 21.8 32.9 38.7 

時価ベースの自己資本比率

(％） 
－ － 75.9 59.5 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（倍） 
6.6 － 17.5 4.7 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
14.4 － 4.9 38.9 
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(4）事業等のリスク 

  当社の経営成績及び財政状態、財務諸表等に関する事項のうち、本中間決算発表日現在において、投資家の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

  ①コンピュータ販売について 

  1)価格競争の動向について 

  事業の中心であるコンピュータ販売では、法人、個人とも国内市場は飽和状態にあり、代替需要が中心となって

  おります。商品の低価格化も進んでおり、今後、市場全体（販売台数・販売金額）の伸びは緩やかなものにならざ

 るを得ません。そのなかでインターネットの価格比較サイト等による商品価格情報の提供やメーカー直販による低

 価格販売により、コンピュータ機器の価格に対する競争は激しさを増しています。 

  当社は、売れ筋商品に限定した在庫を保有し仕入価格を下げることにより、価格優位性を保ち価格競争に巻きこ

 まれることのない経営を行っておりますが、今後のコンピュータ業界の動向によっては当社の業績に影響を及ぼす

 可能性があります。 

  2)事業集中について 

  当社は法人向けの販売中心にビジネスを展開しており、当中間会計期間においては、コンピュータ事業が売上高

 の82.9%を占め、コンピュータ事業への依存度が高くなっております。リスク分散のため、アスクル＆サプライ事 

 業、サービス＆サポート事業など新しい事業の柱を育てておりますが、今後のコンピュータ事業の動向によって 

 は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ②情報漏洩について 

   当社では業務に関連して多数の企業情報を保有するとともに、個人情報取扱業者として多数の個人情報を保有し

  ております。これらの企業情報及び個人情報については、当社の情報管理規程に基づき、万全の管理に努めており

 ますが、予期せぬ事態により情報が漏洩した場合には、当社は損害賠償の責めを負うばかりではなく社会的信用を

 失うことになり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③人材の確保について 

  今後の事業拡大にあたり、人材の確保は必要不可欠であります。 

  当社は採用活動に積極的に取り組んでおりますが、雇用環境の変化により人材の確保が計画通りに進まない場合

 には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ④株式価値希薄化について 

  当社はストックオプション制度を採用しており、当社取締役、監査役及び使用人に対して新株予約権992株相 

 当、潜在株式を含めたシェア12.9%を付与しております。かかる新株予約権は、使用人等の業績向上に対する意欲 

 や士気をより一層高めるものでありますが、新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化す

 る可能性があります。また、新株予約権により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生

 じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
   当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載致します。 

(1）コンピュータ事業 

  当社は、法人ユーザー（主に上場企業及びその関連会社、従業員が100人以上でかつ情報システム担当者が設けら 

  れている法人）、システムインテグレータ、その他販売店等をターゲットとして、サーバ、コンピュータをはじめ、

  プリンタ、周辺機器、ネットワーク関連機器、ビジネス用ソフトウェア等を販売しております。ユーザーのニーズに

  合わせ、様々なメーカーの製品からそれぞれ優れたものを選んで組み合わせ、販売するマルチベンダーであります。

  また、当社は売れ筋商品を大量に仕入れることによって、低価格での販売と早い納品体制を作っております。企業の

  部署単位での入れ替え、機器の故障、従業員の増加、部署移転などに伴う小規模及び随時の需要に注目し、電子メー

  ル及びＦＡＸにて頻繁に価格情報を提供することにより、ユーザーに需要が発生した際に即時に受注につながる体制

  を作っております。 

  

(2）アスクル＆サプライ事業 

   当社は、コンピュータ事業によって取引を開始したユーザーを中心に、オフィス関連用品及びサプライ製品の販売

 を行っております。 

    ①アスクル事業 

     アスクル株式会社が行っている通信販売事業「ＡＳＫＵＬ」の代理店業務を展開し、オフィス関連用品の提供を

  行っております。 

    ②サプライ事業 

    セイコーエプソン製トナーカートリッジをはじめとする各社純正トナー及びリサイクルトナー、記録メディア、

    帳票用紙などの消耗品の提供を行っております。 

  

(3）サービス＆サポート事業 

   当社は、コンピュータ事業において取引を開始したユーザーを中心に、オフィス全般の設置保守作業、ヘルプデス

  クの運営、デジタルコンテンツの制作等の付加価値の高いサービス提供を目指しております。 

    ①設置保守事業 

     ユーザーのオフィス環境構築全般の提案を目指し、商品を販売した際の搬入や据付、設定などの業務、ＬＡＮ配

  線等のネットワークインフラ構築、電話配線作業、オフィスレイアウト及びユーザーが導入している機器全般を対

  象とした、ネットワーク環境保守を行っております。 

    ②ヘルプデスク事業 

     ユーザーのオフィス内に当社のスタッフが常駐し、機器の管理、故障やトラブルの問い合わせへの対応、情報シ

  ステム部門への業務改善の提案を行うヘルプデスク事業を展開しております。 

    ③デジタルコンテンツ事業 

    ウェブサイトの制作、ショールーム・イベント会場・展示会場用の映像やソフトウェアの制作を主に行っており

  ます。コーポレートアイデンティティ(CI)・セールスプロモーション(SP)用コンテンツについて企画・提案から制

  作、運営サポートまで一貫したサービスを提供するとともに、それに伴うシステム環境の提案・構築を行っており

  ます。 
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◆事業系統図◆ 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

  当社の経営理念は「ユーザーニーズ実現企業」です。お客様と仕入先様の間を繋ぐことが私たちの神髄です。お客

様、仕入先様共に喜んで頂くことを自分たちの喜びとし、そのために自ら進んでリスクを取り、そのリスクを喜びに

変えていくのが我々に課された使命です。「皆様に喜んで頂ける為に、どんなことでもできる企業でありたい」と願

い、事業活動を行っております。 

(2）目標とする経営指標 

  当社は販売を中心とする企業であり、企業の発展と存続を示すものとの観点から、売上高の安定的拡大ならびに事

業の収益力を示す営業利益、経常利益を指標として重視し、これら指標の継続的向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

   当社は、経営基盤のさらなる安定と継続的な成長を目指し、常に企業価値を高めるために、以下の目標に前向きに

  取り組んでまいります。 

   ①利便性の追求 

     コンピュータ事業を中心に、アスクル＆サプライ、サービス＆サポートの各事業により、ユーザーとの強力な取

  引関係を築き、常に新しい商材・サービスを提供し続けることで、ユーザーにとって一番利便性が高い企業を目指

   します。    

    ②効率的な企業運営 

     社内システムや組織体制の見直し、業務改善等を通じて業務の効率化を図るとともに、成長性が高く利益率が高

    い事業分野に積極的に資源を投入することにより、収益性を高め効率的な企業運営を目指します。 

    ③信頼される企業 

     従業員のモラルとモチベーションを高めながら、業績の向上、透明性の高い経営体制の維持、コンプライアン 

  ス・情報管理の徹底、優秀な人材の育成等を通じて、株主やユーザー・仕入先等のお取引先から信頼される企業を

  目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  収益力を高め、経営体質の強化を図っていくため、当社が対処すべき課題としては以下のものがあります。  

  ①新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大 

   当社は、国内法人を主な取引先としておりますが、未開拓企業も多く、今後一層業容を拡大していくためには、

  地域戦略・業種戦略を踏まえた上でターゲットとする企業を明確にし、新規開拓をしてまいります。また、コンピ

  ュータ販売で開拓した新規顧客の中で優良法人ユーザーを抽出し、ネットワークの構築や設置保守、ヘルプデス 

 ク、デジタルコンテンツなどの提案を通じて、顧客との取引拡大に努めてまいります。 

  ②新規事業の拡大 

   当社は、法人ユーザーに対して、従来より、アスクル、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなど相乗効果の高い

  新規事業を展開してまいりました。業容拡大のため事業間の相乗効果は重要であり、今後も効率よく新規事業を立

  ち上げ、展開してまいります。 

  ③人材育成 

   当社の最大の財産は人材であり、優秀な人材の育成は経営基盤を維持し、拡大する上で不可欠であります。その

 ため、当社では人材育成を経営の重要課題と位置付け、従来よりＯＪＴや外部機関を活用した階層別研修・専門研

 修を行ってまいりました。今後とも、優秀な人材の確保のため、教育研修制度の一層の充実に努めてまいります。
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４．中間財務諸表 
(1）中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年12月31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   1,271,058     1,172,614     1,378,225     

２．受取手形 ※３ 194,383     160,409     140,467     

３．売掛金   1,097,204     1,239,542     1,329,889     

４．たな卸資産   225,154     203,575     228,986     

５．その他   35,094     42,191     63,393     

貸倒引当金   △1,291     △2,878     △1,470     

流動資産合計     2,821,603 91.3   2,815,455 92.6   3,139,491 93.0 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 6,069     4,037     4,837     

２．無形固定資産   17,098     14,528     14,088     

３．投資その他の
資産 

                    

(1）その他   250,237     221,454     231,658     

貸倒引当金   △4,677     △14,649     △14,779     

計   245,559     206,804     216,878     

固定資産合計     268,727 8.7   225,370 7.4   235,804 7.0 

資産合計     3,090,330 100.0   3,040,825 100.0   3,375,296 100.0 

                      

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   1,041,424     1,109,904     1,222,328     

２．一年内返済予
定長期借入金 

  626,360     395,800     535,660     

３．未払法人税等   104,085     80,264     108,417     

４．賞与引当金   9,516     11,820     19,032     

５．その他 ※２ 85,372     115,153     86,721     

流動負債合計     1,866,759 60.4   1,712,942 56.3   1,972,159 58.4 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金   541,370     145,570     286,790     

２．繰延税金負債   8,373     4,463     7,707     

固定負債合計     549,743 17.8   150,033 5.0   294,497 8.7 

負債合計     2,416,502 78.2   1,862,975 61.3   2,266,656 67.1 
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前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年12月31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     63,865 2.1   250,865 8.3   250,865 7.4 

２ 資本剰余金                     

(1）資本準備金   14,000     201,000     201,000     

資本剰余金合
計 

    14,000 0.4   201,000 6.6   201,000 6.0 

３ 利益剰余金                     

(1）利益準備金   2,607     2,607     2,607     

(2）その他利益
剰余金 

                    

繰越利益剰
余金 

  581,662     709,837     638,591     

利益剰余金合
計 

    584,270 18.9   712,444 23.4   641,199 19.0 

株主資本合計     662,135 21.4   1,164,309 38.3   1,093,064 32.4 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                    

１ その他有価証
券評価差額金 

    11,693 0.4   13,541 0.4   15,576 0.5 

評価・換算差額
等合計 

    11,693 0.4   13,541 0.4   15,576 0.5 

純資産合計     673,828 21.8   1,177,850 38.7   1,108,640 32.9 

負債純資産合計     3,090,330 100.0   3,040,825 100.0   3,375,296 100.0 
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(2）中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31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     5,145,802 100.0   5,598,130 100.0   10,199,408 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,430,837 86.1   4,810,437 85.9   8,792,307 86.2 

売上総利益     714,965 13.9   787,693 14.1   1,407,100 13.8 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

    509,563 9.9   596,497 10.7   1,053,059 10.3 

営業利益     205,401 4.0   191,196 3.4   354,040 3.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,334 0.0   3,412 0.1   2,514 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２   7,101 0.1   3,321 0.1   47,064 0.5 

経常利益     199,634 3.9   191,286 3.4   309,489 3.0 

Ⅵ 特別利益     49,650 0.9   － －   49,650 0.5 

税引前中間
（当期）純利
益 

    249,285 4.8   191,286 3.4   359,140 3.5 

法人税、住民
税及び事業税 

  104,173     77,618     160,405     

法人税等調整
額 

  465 104,639 2.0 1,522 79,140 1.4 △2,839 157,565 1.5 

中間（当期）
純利益 

    144,645 2.8   112,145 2.0   201,574 2.0 
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(3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

63,865 14,000 14,000 2,607 456,413 459,021 536,886 

中間会計期間中の変動額               

剰余金の配当         △19,397 △19,397 △19,397 

中間純利益         144,645 144,645 144,645 

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） 

－ － － － 125,248 125,248 125,248 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

63,865 14,000 14,000 2,607 581,662 584,270 662,135 

  
評価・換算差額等 

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12月31日 残高 
（千円） 

13,323 13,323 550,209 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当     △19,397 

中間純利益     144,645 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△1,630 △1,630 △1,630 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,630 △1,630 123,618 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

11,693 11,693 673,828 
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当中間会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６月30日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 638,591 641,199 1,093,064 

中間会計期間中の変動額               

剰余金の配当         △40,900 △40,900 △40,900 

中間純利益         112,145 112,145 112,145 

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） 

－ － － － 71,245 71,245 71,245 

平成19年６月30日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 709,837 712,444 1,164,309 

  
評価・換算差額等 

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12月31日 残高 
（千円） 

15,576 15,576 1,108,640 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当     △40,900 

中間純利益     112,145 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△2,035 △2,035 △2,035 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△2,035 △2,035 69,210 

平成19年６月30日 残高 
（千円） 

13,541 13,541 1,177,850 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 （注）平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

63,865 14,000 14,000 2,607 456,413 459,021 536,886 

事業年度中の変動額               

新株の発行  187,000 187,000 187,000       374,000 

剰余金の配当（注）         △19,397 △19,397 △19,397 

当期純利益         201,574 201,574 201,574 

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） 

187,000 187,000 187,000 － 182,177 182,177 556,177 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 638,591 641,199 1,093,064 

  
評価・換算差額等 

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12月31日 残高 
（千円） 

13,323 13,323 550,209 

事業年度中の変動額       

新株の発行      374,000 

剰余金の配当（注）     △19,397 

当期純利益     201,574 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

2,252 2,252 2,252 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

2,252 2,252 558,430 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

15,576 15,576 1,108,640 
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 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 

  249,285 191,286 359,140 

減価償却費   4,648 4,410 8,890 

長期前払費用の償却
額 

  180 540 720 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  775 1,913 11,055 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  △8,484 △7,212 1,032 

受取利息及び受取配
当金 

  △879 △1,876 △1,857 

支払利息   5,467 3,107 9,648 

有形固定資産売却益   △34 － － 

保険解約返戻益   △49,650 － △49,650 

売上債権の増減額
（増加：△） 

  △137,867 70,973 △334,007 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △49,106 25,410 △52,938 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

  △374 △112,424 180,529 

その他   △18,537 43,805 △2,527 

小計   △4,577 219,936 130,034 

利息及び配当金の受
取額 

  879 1,826 1,857 

保険解約返戻収入   57,204 － 57,204 

利息の支払額   △5,547 △2,967 △9,483 

法人税等の支払額   △75,365 △103,360 △132,643 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △27,406 115,433 46,970 
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前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

定期預金等の預入に
よる支出 

  △91,000 △114,013 △387,005 

定期預金等の払戻に
よる収入 

  72,000 284,013 168,000 

有形固定資産の取得
による支出 

  △4,366 － △4,366 

有形固定資産の売却
による収入 

  3,390 － 3,390 

無形固定資産の取得
による支出 

  △2,150 △3,546 △2,150 

投資有価証券の取得
による支出 

  △2,060 △201,314 △4,136 

投資有価証券の売却
による収入 

  － 199,321 － 

敷金・保証金の支払
による支出 

  △4,042 － △28,286 

敷金・保証金の回収
による収入 

  8,921 6,220 64,643 

その他   △5,150 255 △4,898 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △24,458 170,935 △194,809 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

短期借入金の増減額
（減少：△） 

  △100,000 － △100,000 

長期借入れによる収
入 

  700,000 － 700,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △406,610 △281,080 △751,890 

配当金の支払額   △19,397 △40,900 △19,397 

その他    － － 348,416 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  173,993 △321,980 177,129 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  122,128 △35,611 29,290 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,022,424 1,051,714 1,022,424 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 1,144,552 1,016,103 1,051,714 
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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18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

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。 

時価のあるもの 

同左 

時価のあるもの 

 決算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 

 同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品  

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 

  工具器具及び備品 

４～６年 

  

  

  

  (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）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）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 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

   同左 

(2）賞与引当金 

同左 

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 

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

ヶ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。 

  

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 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は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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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18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

673,828千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

  

────────  

（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）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）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 

1,108,640千円であります。  

 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。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

 該当事項はありません。 同左 
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追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

  

──────── 

  

──────── 

（外形標準課税制度の適用）  

 平成18年９月27日に公募増資を実施し資本

金が増加したことにより、当事業年度から外

形標準課税制度を適用しております。 

 これに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会実務対応報告第12号 平成16年２

月13日）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は5,377

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は同額減少しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

前中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  7,631千円   9,663千円   8,863千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２     ────────      

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金銭的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。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金銭的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。 

  

 ※３ 中間期末日満期手形 

 ──────── 

※３ 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当中間期末日が金融機関の休日

であったため、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれております。  

 受取手形 8,599千円

※３ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当期末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。  

 受取手形 12,335千円

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31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 327千円

受取配当金 551 

受取利息 1,145千円

受取配当金 730 

役員保険解約返戻益 1,226 

受取利息 869千円

受取配当金 988 

※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 5,467千円 支払利息 3,107千円 支払利息 9,648千円

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,746千円

無形固定資産 2,902 

有形固定資産 800千円

無形固定資産 3,610 

有形固定資産 2,978千円

無形固定資産 5,912 

  
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） 

発行済株式         

普通株式 5,705 － － 5,705 

合計 5,705 － － 5,705 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式 19,397 3,400 平成17年12月31日 平成18年４月７日 
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当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）発行済株式の総数の増加は、一般募集により、1,000株の新株発行（払込期日：平成18年９月27日）を実施し

たことによる増加分であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

      （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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） 

発行済株式         

普通株式 6,705 － － 6,705 

合計 6,705 － － 6,705 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 40,900 6,100 平成18年12月31日 平成19年３月30日 

  
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） 

発行済株式         

普通株式（注） 5,705 1,000 － 6,705 

合計 5,705 1,000 － 6,705 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 

定時株主総会 
普通株式 19,397 3,400 平成17年12月31日 平成18年４月７日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 

取締役会 
普通株式 40,900 利益剰余金 6,100 平成18年12月31日 平成19年３月30日 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18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 

※ 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 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在） 

  千円

現金及び預金勘定 1,271,058 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等 
△126,506 

現金及び現金同等物 1,144,552 

  千円

現金及び預金勘定 1,172,614 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等 
△156,511 

現金及び現金同等物 1,016,103 

  千円

現金及び預金勘定 1,378,225 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等 
△326,511 

現金及び現金同等物 1,051,714 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

事業内容に照らして重要性の乏しいリース

取引で、リース契約１件当たりの金額が少額

なもののため、中間財務諸表等規則第５条の

３の規定により財務諸表等規則第８条の６第

６項の規定を準用して記載を省略しておりま

す。 

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 
（工具器具
及び備品）

15,725 2,292 13,432 

合計 15,725 2,292 13,432 

 
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 
（工具器具
及び備品） 

15,735 327 15,408 

合計 15,735 327 15,408 

   
 (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  3,765千円 

１年超  9,841千円  

合計 13,606千円  

１年内  3,684千円 

１年超  11,751千円  

合計 15,436千円  

 (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  2,154千円 

減価償却費相当

額  
1,965千円  

支払利息相当額  335千円  

支払リース料  359千円 

減価償却費相当

額  
327千円  

支払利息相当額  59千円  

 (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 

 (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 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成19年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 21,330 41,508 20,177 

合計 21,330 41,508 20,177 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 4,950 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 25,500 48,331 22,830 

合計 25,500 48,331 22,830 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 4,950 
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前事業年度末（平成18年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

 当中間会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 23,406 49,669 26,262 

合計 23,406 49,669 26,262 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 4,950 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く

行っておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 同左 

  平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 取締役５名、監査役２名及び使用人116名 

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役

および使用人の地位にあること 

対象勤務期間 平成18年１月20日から平成19年12月21日まで 

権利行使期間 平成19年12月22日から平成27年12月21日まで 

権利行使価格（円） 230,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

 当事業年度において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

（持分法損益等） 

  平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 取締役５名、監査役２名及び使用人116名 

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役

及び使用人の地位にあること 

対象勤務期間 平成18年１月20日から平成19年12月21日まで 

権利行使期間 平成19年12月22日から平成27年12月21日まで 

権利行使価格（円） 230,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

 該当事項はありません。 同左 同左 
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（１株当たり情報） 

 （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18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 118,111円87銭

１株当たり中間純利

益金額 
25,354円20銭

１株当たり純資産額 175,667円49銭

１株当たり中間純利

益金額 
16,725円71銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額  

16,189円67銭

１株当たり純資産額 165,345円31銭

１株当たり当期純利

益金額 
33,775円92銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

33,055円87銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。 

 当社は、平成17年12月５日付で株式

１株につき５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前中間会計期間

における１株当たり情報については以

下のとおりとなります。 

 ──────── ──────── 

１株当たり純資産額 86,704円28銭

１株当たり中間純利

益金額 
15,877円99銭

   

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 144,645 112,145 201,574 

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） 
144,645 112,145 201,574 

期中平均株式数（株） 5,705 6,705 5,968 

        

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） － － － 

普通株式増加数（株） － 222 130 

 （うち新株予約権（株）） － （222)  （130) 

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

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

新株予約権（新株予約

権の数 1,093個） 

 なお、この概要は

「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

－ － 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

 該当事項はありません。 同左 同左 
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５．その他 
 該当事項はありません。 
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