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第一部 【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第８期中間会計期間は、新株予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場・非登録のため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

６ 当社は平成16年11月30日で株式１株につき３株の分割を行っております。 

７ 第9期より「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。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成16年 
  ６月１日 
至 平成16年 
  11月30日 

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日 

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日 

自 平成16年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  ５月31日 

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日 

売上高 (千円) 167,001 230,254 376,031 377,043 547,336

経常利益 (千円) 20,170 18,066 35,256 41,330 49,802

中間(当期)純利益 (千円) 19,746 8,626 20,315 37,159 27,658

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 91,625 110,665 110,665 110,665 110,665

発行済株式総数 (株) 4,545 5,245 5,245 5,245 5,245

純資産額 (千円) 121,033 198,033 237,380 189,406 217,064

総資産額 (千円) 253,842 281,262 571,568 270,745 407,160

１株当たり純資産額 (円) 26,629.96 37,756.59 42,258.43 36,111.80 41,385.06

１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

(円) 8,854.42 1,644.78 3,873.37 10,755.24 5,273.25

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

(円) ― 1,636.04 3,853.53 10,745.91 5,235.32

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.7 70.4 41.5 70.0 53.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △35,313 11,584 △31,385 2,347 2,122

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 14,117 △6,170 △7,746 12,306 △112,515

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 125,620 △15,093 115,998 116,885 49,362

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 113,100 131,623 158,699 140,215 79,364

従業員数 (人) 19 23 23 21 25



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年11月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員は含まれておりますが、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派

遣、季節工を含みます。)は含まれておりません。 

２ 臨時雇用者数は、従業員の100分の10未満であるため記載しておりません。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(人) 23 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の向上や設備投資の増加及び個人消費の促進に支えられ、景気は

依然回復基調で推移しております。 

  このような状況の下、当社は本社・福岡支店において、パートナー企業との地域密着型営業による提案活動を実践

し、受注拡大を実現しました。また、東京支店におきましては、新規パートナー開拓による受注構造の構築強化を図

り、積極的な受注確保に努めました。  

 当社の受注形態は、直接的な訪問販売を行なわず、各地域の優良な元請業者や設計事務所等を受注パートナーとし

て位置づけたチャネル構築を行なっております。このパートナーよりの安定受注や施主の紹介やクチコミによる受注

が増加しています。 

 これらの受注活動の活発化に対応して、施工技術スタッフを採用し独自な教育・研修を行い、クオリティーの高い

施工サービスを提供し、計画的な売上確保が図れました。 

 また、当社は、英国よりコーティング材を輸入しているため、為替変動での仕入材料コストの高騰をヘッジするた

めに取組んだ通貨スワップ取引により、安価で安定的な仕入が図られました。 

  この結果、当中間会計期間における売上高は376,031千円（前年同期比63.3％増）、営業利益は円安傾向や原油価格

の高騰により仕入コストが増加しましたが22,489千円（前年同期比68.8％増）を確保し、経常利益は売上の増加及び

スワップ取引による為替差益、デリバティブ評価益を計上したことにより35,256千円（前年同期比95.2％増）とな

り、中間純利益は20,315千円（前年同期比135.5％増）となりました。
 

  

  

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動に使用した資金   31,385千

円、投資活動に使用した資金7,746千円、財務活動により得られた資金115,998千円となり、前事業年度に比べ79,335

千円増加し158,699千円となりました。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) 

当中間会計期間の営業活動の結果、使用した資金は31,385千円（前中間会計期間で得られた資金は11,584千円）と

なりました。これは税引前中間純利益34,865千円に対し、たな卸資産の増加額67,144千円、法人税等の支払額22,488

千円等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) 

当中間会計期間における投資活動の結果、使用した資金は7,746千円（前中間会計期間は6,170千円の使用）となり

ました。これは、有形固定資産の取得による支出6,310千円、保険積立金の増加による支出717千円等によるものであ

ります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における財務活動の結果、得られた資金は115,998千円（前中間会計期間は15,093千円の使用）とな

りました。これは短期借入れによる収入120,000千円、長期借入金の返済による支出4,002千円によるものでありま

す。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、生産を伴わないため生産実績は記載しておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他の区分(加盟金、塗料、その他)は、受注形態をとっていないため受注実績は記載しておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

  

区分 
第10期中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前年同期比(％) 

完成工事高 350,917 54.9 

合計 350,917 54.9 

区分 

第10期中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％)

完成工事高 321,599 △5.6 108,550 △36.9 

合計 321,599 △5.6 108,550 △36.9 

区分 
第10期中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前年同期比(％) 

完成工事高 350,917 54.9 

加盟店関連 25,113 581.7 

合計 376,031 63.3 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

山本 貴士 ― ― 69,523 18.5 



３ 【対処すべき課題】 

当社は、今後さらなる事業拡大を志向するために、対処すべき課題として以下の項目に取組んでいます。 

  

①全国への営業展開 

   当社の営業拠点は現在山口・福岡・東京の３ケ所であり、今後事業拡大を実現するためには、   

 全国の主要都市において直営店を設置することが必要不可欠であるため、組織機能の充実策と共に計画的な拠点

展開を図ることを意図しております。 

  

②研究開発体制の強化 

建造物や土木構造物の耐震性・耐久性及びアスベストの環境問題等、これらの社会問題に対応した技術とし

て、新たに進化した「ホームメイキャップ工法」の確立が急務であります。このため、専門的なマンパワーの強

化を図りながら研究機関と連携した研究開発に取り組みます。 

  

  ③管理機能組織の強化 

    ベンチャー企業としてスピード感のある成長性を実現しながら、コンプライアンスやコーポレートガバナンス

体制を強化するために、情報管理のための社内システム構築や管理スタッフの強化に努めてまいります。 

  

  

  

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

  当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

技術開発においては、徳山工業高等専門学校との共同研究によるコンクリート構造物の耐震補強方法の研究を継続

して進めており、実証データの分析により、高耐久施工システムの開発が計画的に進捗しております。 

当中間期における研究開発費の金額は、6,628千円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 20,980 

計 20,980 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年11月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年2月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 5,245 5,245
福岡証券取引所
(Ｑ－Ｂｏａｒｄ 

市場) 
― 

計 5,245 5,245 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

  

平成16年５月29日臨時株主総会決議(第２回新株予約権) 

  

(注) 平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株に分割いたしました。これにより、

新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年11月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年１月31日) 

新株予約権の数 30個(注) 30個(注) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 30株(注) 30株(注) 

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円(注) 25,000円(注) 

新株予約権の行使期間 
平成16年５月30日から
平成26年５月28日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  25,000円
資本組入額 12,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利付与時において当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にある者が新株予約
権の割当を受けた場合は、権
利行使時においても、当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にあることを要す。
ただし、当社の取締役もしく
は監査役を任期満了により退
任した場合、定年退職その他
正当な理由のある場合にはこ
の限りではない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



平成17年8月30日定時株主総会決議(第4回新株予約権) 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年11月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年１月31日) 

新株予約権の数 250個 250個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 250株  250株 

新株予約権の行使時の払込金額 376,453円   376,453円 

新株予約権の行使期間 
平成19年9月1日から
平成24年8月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  376,453円
資本組入額 188,226円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①権利付与時において当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にある者が新株予約
権の割当を受けた場合は、権
利行使時においても、当社の
取締役、監査役もしくは従業
員の地位にあることを要す。
ただし、当社の取締役もしく
は監査役を任期満了により退
任した場合、定年退職その他
正当な理由のある場合にはこ
の限りではない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

自 平成18年６月１日～ 
至 平成18年11月30日 

― 5,245 ― 110,665 ― 91,295



(4) 【大株主の状況】 

平成18年11月30日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

山本 貴士 山口県宇部市 1,804 34.42

やまぐちドリームファンド投資事業 
有限責任組合 
山口キャピタル株式会社 

山口県山口市中市町1-10 300 5.72

井野口 房雄 山口県防府市 210 4.01

高木測量株式会社 千葉県成田市並木町85 134 2.56

ひろぎんベンチャー投資事業組合 
ひろぎんキャピタル株式会社 広島県広島市中区紙屋町1丁目2-22 131 2.50

山本 朋子 山口県宇部市 130 2.48

原 真也 兵庫県明石市 120 2.29

田中 栄 神奈川県横浜市 102 1.95

松岡 弘晃 山口県宇部市 94 1.79

株式会社エイ・ティー・エフ 千葉県成田市並木町85 66 1.26

計 ― 3,091 58.98



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年11月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成18年11月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  5,245 5,245
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 5,245 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,245 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高(円) 320,000 305,000 297,000 284,000 256,000 195,000

最低(円) 281,000 262,000 269,000 250,000 201,000 137,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)及

び当中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)の中間財務諸表について、三優監査法人による中間

監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

1【中間連結財務諸表等】 

  

（１）【中間連結財務諸表】 

   該当事項はありません。 

  

（２）【その他】 

   該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５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 ※２ 131,663   173,699 94,364   

２ 受取手形   6,795   21,652 26,055   

３ 完成工事未収入金   79,998   74,973 69,086   

４ 売掛金   874   3,847 3,759   

５ たな卸資産 ※2,3 36,828   247,466 90,753   

６ その他   8,213   28,455 17,590   

貸倒引当金   △4,160   △2,498 △2,335   

流動資産合計    260,213 92.5 547,597 95.8   299,274 73.5

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 機械装置   4,999   4,184 4,410   

(2) 車輌運搬具   2,919   379 379   

(3) 土地 ※2,3 ―   ― 84,083   

 （4）建設仮勘定 ※３ ―   ― 5,485   

 （5）その他   2,829   5,968 1,922   

有形固定資産合計   10,748   10,532 96,280   

２ 無形固定資産   196   156 176   

３ 投資その他の資産          

(1) 長期前払費用   2,052   2,421 2,153   

(2) 保険積立金   6,214   7,648 6,931   

(3) 敷金保証金   1,220   2,998 2,279   

(4) その他   2,416   213 63   

貸倒引当金   △1,799   ― ―   

投資その他の資産 
合計   10,102   13,282 11,428   

固定資産合計    21,048 7.5 23,971 4.2   107,885 26.5

資産合計    281,262 100.0 571,568 100.0   407,160 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５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
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 工事未払金   30,341   39,612 43,341   

２ 買掛金   790   38,921 13,713   

３ 短期借入金 ※２ ―   120,000 ―   

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 ※２ 8,004   78,004 78,004   

５ その他 ※４ 21,562   43,668 37,053   

流動負債合計    60,698 21.6 320,206 56.0   172,112 42.3

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   17,985   9,981 13,983   

２ その他   4,545   4,000 4,000   

固定負債合計    22,530 8.0 13,981 2.5   17,983 4.4

負債合計    83,228 29.6 334,187 58.5   190,095 46.7

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    110,665 39.3 ― ―   ― ―

Ⅱ 資本剰余金          

資本準備金   91,295   ― ―   

資本剰余金合計    91,295 32.5 ― ―   ― ―

Ⅲ 利益剰余金          

中間未処理損失   3,926   ― ―   

利益剰余金合計    △3,926 △1.4 ― ―   ― ―

資本合計    198,033 70.4 ― ―   ― ―

負債・資本合計    281,262 100.0 ― ―   ― ―

           



  

    前中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５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    ― 110,665 19.3   110,665 27.2

２ 資本剰余金          

 資本準備金   ―   91,295 91,295   

資本剰余金合計    ― 91,295 16.0   91,295 22.4

３ 利益剰余金          

 その他利益剰余金          

繰越利益剰余金   ―   35,420 15,104   

利益剰余金合計    ― ― 35,420 6.2   15,104 3.7

株主資本合計    ― ― 237,380 41.5   217,064 53.3

純資産合計    ― ― 237,380 41.5   217,064 53.3

負債・純資産合計    ― ― 571,568 100.0   407,160 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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    230,254 100.0 376,031 100.0   547,336 100.0

Ⅱ 売上原価    152,445 66.2 264,655 70.4   377,613 69.0

売上総利益    77,809 33.8 111,375 29.6   169,722 31.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    64,487 28.0 88,886 23.6   133,749 24.4

営業利益    13,322 5.8 22,489 6.0   35,973 6.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  5,442 2.3 13,967 3.7   15,258 2.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  698 0.3 1,201 0.3   1,429 0.2

経常利益    18,066 7.8 35,256 9.4   49,802 9.2

Ⅵ 特別利益    ― ―   523 0.0

Ⅶ 特別損失    33 0.0 390 0.1   49 0.0

税引前中間(当期) 
純利益    18,033 7.8 34,865 9.3   50,276 9.2

法人税、住民税 
及び事業税   10,379   14,718 23,134   

法人税等調整額   △973 9,406 4.1 △168 14,549 3.9 △516 22,618 4.1

中間(当期)純利益    8,626 3.7 20,315 5.4   27,658 5.1

前期繰越損失    12,553 ―   ― 

中間未処理損失    3,926 ―   ― 

           



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６月１日 至 平成18年11月30日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金 
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295 

中間会計期間中の変動額   

 中間純利益   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 

平成18年11月30日残高(千円) 110,665 91,295 91,295 

  

株主資本

株主資本合計 純資産合計 
利益剰余金

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５月31日残高(千円) 15,104 15,104 217,064 217,064 

中間会計期間中の変動額     

 中間純利益 20,315 20,315 20,315 20,315 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

20,315 20,315 20,315 20,315 

平成18年11月30日残高(千円) 35,420 35,420 237,380 237,380 



前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金 
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295 

事業年度中の変動額   

当期純利益   

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 

平成18年５月31日残高(千円) 110,665 91,295 91,295 

  

株主資本

株主資本合計 純資産合計 
利益剰余金

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５月31日残高(千円) △12,553 △12,553 189,406 189,406 

事業年度中の変動額     

 当期純利益 27,658 27,658 27,658 27,658 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

27,658 27,658 27,658 27,658 

平成18年５月31日残高(千円) 15,104 15,104 217,064 217,064 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11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17年６月１日 
至 平成18年５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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  18,033 34,865 50,276

２ 減価償却費  1,690 2,119 4,071

３ 貸倒引当金の増加額 
（△は減少） 

 1,778 162 △1,845

４ 受取利息及び受取配当金  △1 △138 △40

５ 支払利息  549 1,084 897

６ 新株予約権発行費  ― ― 165

７ 為替差益  △1,127 △2,469 △180

８ 固定資産除却損  33 390 49

９ 売上債権の増加額  △35,696 △1,571 △46,929

10 たな卸資産の減少額 
  (△は増加) 

 22,541 △67,144 △31,383

11 前払費用の増加額  △389 △761 △620

12 破産更生債権等の減少額  100 ― 1,899

13 長期前払費用の増加額  △363 △267 △464

14 その他流動資産の増加額  △1,653 △9,593 △7,273

15 仕入債務の増加額  9,910 20,892 35,833

16 未払金の増加額 
  (△は減少) 

 △947 2,265 △245

17 未払費用の増加額 
  (△は減少) 

 238 △211 519

18 その他流動負債の増加額 
  (△は減少) 

 △1,345 12,917 1,298

小計  13,350 △7,458 6,027

19 利息及び配当金の受取額  1 138 40

20 利息の支払額  △514 △1,576 △2,047

21 法人税等の支払額  △1,252 △22,488 △1,898

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 11,584 △31,385 2,122



  

  

   
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11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17年６月１日 
至 平成18年５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 

  

１ 定期預金の預入による支出  ― ― △15,000

２ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △5,402 △6,310 △94,971

３ 保険積立金の積立による 
支出 

 △717 △717 △1,434

４ その他  △50 △719 △1,110

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △6,170 △7,746 △112,515

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  ― 120,000 ―

２ 長期借入れによる収入  ― ― 70,000

３ 長期借入金の返済による 
支出 

 △14,678 △4,002 △18,680

４ 割賦債務の返済による支出  △415 ― △1,793

５ 新株予約権発行費の支出  ― ― △165

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △15,093 115,998 49,362

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 1,127 2,469 180

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （△は減少） 

 △8,551 79,335 △60,850

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 140,215 79,364 140,215

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※1 131,663 158,699 79,364

    



中間財務諸表作成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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(１) デリバティブ 

時価法によっております。 

(１) デリバティブ 

同左 

(１) デリバティブ 

同左 

  (２) たな卸資産 

①原材料 

移動平均法による原価

法 

(２) たな卸資産 

① 原材料 

同左 

(２) たな卸資産 

① 原材料 

同左 

  ② 未成工事支出金 

個別法による原価法に

よっております。 

② 未成工事支出金 

同左 

② 未成工事支出金 

同左 

  ③    ― ③ 仕掛販売用不動産 

  個別法による原価法に

よっております。 

③    ― 

  

  ④ 貯蔵品 

 移動平均法による原価 

法 

④    ― ④ 貯蔵品 

     移動平均法による原

価   

   法 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建

物（建物附属設備は除

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。 

建物 16年 

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

構築物 10年 

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 16年 

機械装置 ７～10年

車輌運搬具 ２～５年

器具備品 ２～20年

  (2) ソフトウェア 

社内における利用可能

期間(５年)に基づき定額

法によっております。 

(2) ソフトウェア 

同左 

(2) ソフトウェア 

同左 

  (3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備える

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

権については個別の回収

可能性を勘案して回収不

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 

        



  

  

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 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、

中間期末決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

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 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。 

同左 同左 

７ 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

会計基準委員会 平成15年10月31日

適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

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） 

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月9日企業会計基準

第５号)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」(企業会計基準委員会平成

17年12月9日 企業会計基準適用指針

第8号)を適用しております。なお、

従来の資本の部に相当する金額は、

純資産の部と同額であります。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

14,836千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

13,795千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,840千円 

― ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産とこれに

対応する債務は次のとおりであ

ります。 

（イ）担保に供している資産 

たな卸資産   178,184千円 

定期預金     15,000千円 

（ロ）上記に対する債務 

1年以内返済予定長期借入金 

70,000千円 

短期借入金    120,000千円 

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産とこれに

対応する債務は次のとおりであ

ります。 

（イ）担保に供している資産 

土地      84,083千円 

（ロ）上記に対する債務 

1年以内返済予定長期借入金

70,000千円 

― ※３ 前事業年度に保有していた有

形 固 定 資 産 の う ち、土 地

84,083千円、建設仮勘定5,485

千円をたな卸資産へ所有目的

の変更に伴い、それぞれ振り

替えております。 

  

― 

※４ 消費税等の取扱い 

仮受消費税等と仮払消費税等

は相殺のうえ金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

― 

     

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

デリバティブ評価益 3,772千円

為替差益 1,477千円

※１ 営業外収益の主要項目 

デリバティブ評価益 7,967千円

為替差益 4,961千円

※１ 営業外収益の主要項目 

デリバティブ評価益 9,238千円

為替差益 5,323千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 549千円

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,084千円

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 897千円

   

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,670千円

無形固定資産 20千円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,099千円

無形固定資産 20千円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,031千円

無形固定資産 40千円



(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6月1日 至 平成18年11月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ３． 配当に関する事項 

     該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 ３． 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  
前期末株式数 
（株） 

当中間期増加株式数
（株） 

当中間期減少株式数
（株） 

当中間期末株式数 
（株） 

発行済株式数    

  普通株式 5,245 ― ― 5,245

合計 5,245 ― ― 5,245

  
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数
（株） 

当期減少株式数
（株） 

当期末株式数 
（株） 

発行済株式数    

  普通株式 5,245 ― ― 5,245

合計 5,245 ― ― 5,245



(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６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 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11月30日現在) 

  

  

２       ― 

現金及び預金勘定 131,663千円

現金及び現金同等物 131,663千円

※１ 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18年11月30日現在) 

  

２ 重要な非資金取引の内容 

  有形固定資産から 

  たな卸資産への振 89,568千円 

  替額 

  

  なお、当中間会計期間の支払額

に関しては営業活動によるキャッ

シュ・フローに含めております。 

現金及び預金勘定 173,699千円

定期預金 △15,000千円

現金及び現金同等物 158,699千円

※１ 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５月31日現在) 

  

２       ― 

現金及び預金勘定 94,364千円

定期預金 △15,000千円

現金及び現金同等物 79,364千円



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31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) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

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) 

車輌運
搬具 10,476 785 9,690

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、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

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) 

車輌運
搬具 11,160 2,613 8,547

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、減損

損失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) 

期末残高
相当額 
(千円) 

車輌運
搬具 11,181 1,611 9,570

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

1年以内 1,513千円

1年超 8,199千円

合計 9,712千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

1年以内 1,911千円

1年超 6,717千円

合計 8,629千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

  

1年以内 1,983千円

1年超 7,641千円

合計 9,625千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 913千円

減価償却費相当額 785千円

支払利息相当額 117千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 1,154千円

減価償却費相当額 1,023千円

支払利息相当額 106千円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減

損損失 

支払リース料 1,867千円

減価償却費相当額 1,611千円

支払利息相当額 226千円

(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 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

― 

２．オペレーティング・リース取引 

1年以内 577千円

1年超   ― 

合計 577千円

２．オペレーティング・リース取引 

1年以内 656千円

1年超 130千円

合計 786千円



(有価証券関係) 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成17年11月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

  

当中間会計期間末（平成18年11月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

  

前事業年度末（平成18年5月31日） 

 （注）通貨スワップの時価は金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

  該当事項はありません。 

  

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年５月31日) 

 当社は有価証券を保有しておりま

せんので、該当事項はありません。 

同左 同左 

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 
時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 

通貨スワップ取引 

英ポンド（受取） 

日本円  （支払） 

  

 8,000千ポンド 

1,588,800千円 

  

990千ポンド 

188,080千円 

  

3,772 

  

3,772 

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 
時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 

通貨スワップ取引 

英ポンド（受取） 

日本円  （支払） 

  

8,000千ポンド 

1,588,800千円 

  

630千ポンド 

119,687千円 

  

17,206 

  

7,967 

対象物の種類 取引の種類 想定元本相当額 契約額等 
時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

通貨 

通貨スワップ取引 

英ポンド（受取） 

日本円  （支払） 

  

 8,000千ポンド 

1,588,800千円 

  

810千ポンド 

153,883千円 

  

9,238 

  

9,238 



前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの内容 

(注) １ 上記新株予約権1,800株のうち、1,770株については、現在権利行使されております。 

２ 平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株に分割し、分割後の株数を記載し

ております。 

  

② ストック・オプションの規模及びその変動状況 

イ ストック・オプションの数 

(単位：株) 

(注) 平成16年ストック・オプションは、平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株

に分割し、分割後の株数を記載しております。 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 

決議年月日 平成16年５月29日 平成17年８月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役     ４名 

当社監査役     １名 

当社従業員     10名 

外部アドバイザー  ９名 

当社取締役     ４名 

当社監査役     ２名 

当社従業員     14名 

  

株式の種類及び付与数 普通株式     1,800株(注１、２) 普通株式     250株 

付与日 平成16年５月30日 平成18年４月17日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けたものは、

権利行使時においても当社の取締役、

監査役、もしくは従業員の地位にある

ことを要します。ただし、任期満了に

よる退任、会社都合による退職、その

他取締役会が認める正当な理由がある

場合はこの限りではありません。 

同左 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 
平成16年５月30日から
平成26年５月28日まで 

平成19年９月１日から 
平成24年８月31日まで 

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 

決議年月日 平成16年５月29日 平成17年８月30日 

権利確定後  

 期首 30 ―

 権利確定 ― 250

 権利行使 ― ―

 未行使残 30 250



ロ 単価情報 

(単位：円) 

(注) 平成16年ストック・オプションは、平成16年11月12日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月30日をもって１株を３株

に分割し、分割後の金額を記載しております。 

  

(持分法損益等) 

  

  

  平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 

決議年月日 平成16年５月29日 平成17年８月30日 

権利行使価格 25,000 376,453

行使時平均株価 ― ―

付与日における公平な評価単価 ― ―

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 関連会社が存在しないため、該当

事項はありません。 

同左 同左 



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎は次のとおりであります。 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 37,756円59銭 １株当たり純資産額 42,258円43銭 １株当たり純資産額 41,385円06銭

１株当たり 
中間純利益金額 

1,644円78銭
１株当たり 
中間純利益金額 

3,873円37銭
１株当たり
当期純利益金額 

5,273円25銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,636円4銭
潜在株式調整後
１株当たり 
中間純利益金額 

3,853円53銭
潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額 

5,235円32銭

  
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

純資産の部の合計金額(千円) ― 237,380 217,064

純資産の部の合計額から控除
する金額(千円) 

― ― ― 

普通株主に係る中間期末(期
末)の純資産額(千円) 

― 237,380 217,064

普通株式の発行済株式数(株) ― 5,245 5,245

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株) 

― 5,245 5,245

  
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

中間(当期)純利益金額(千円) 8,626 20,315 27,658

普通株式に係る中間(当期)
純利益金額(千円) 

8,626 20,315 27,658

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

5,245 5,245 5,245

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) 
28

（うち新株予約権28）
27

（うち新株予約権27）
38

(うち新株予約権38)

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)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

― 

新株予約権１種類(新株
予約権の目的となる株
式の数250株)新株予約
権の概要は、「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。 

新株予約権１種類(新株
予約権の目的となる株
式の数250株)新株予約
権の概要は、「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。 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

― 当社は、平成18年12月14日開催の

取締役会決議に基づき、平成18年12

月25日に以下の借入を実行しまし

た。 

  

（１）借入金額    70百万円 

（２）借入実行日  

平成18年12月25日 

（３）最終弁済期限  

平成23年12月20日 

（４）元金の返済方法  

平成20年3月20日から平成23年

12 月 20 日 ま で 3 ヶ 月 毎 に

4,375,000円返済 

（５）基準金利   

全銀協国内円3ヶ月ＴＩＢＯＲ 

（６）スプレッド   1.875％ 

（７）借入金融機関   

株式会社三井住友銀行

（８）資金の使途   長期運転資金

（９）担保提供資産  無担保 

  

  

  

― 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第９期) 

自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 

  
平成18年８月30日 
中国財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成18年2月20日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エムビーエスの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第９期事業年度の中間会計期間(平成17年６月１日から

平成17年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムビーエスの平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成17年６

月１日から平成17月11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

追記情報 

 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のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減

損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

三優監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成19年2月22日

株式会社 エムビーエス 

取 締 役 会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エムビーエスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第10期事業年度の中間会計期間(平成18年６月１日から

平成18年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社エムビーエスの平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成18年６

月１日から平成18月11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

三優監査法人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  杉  田     純  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  吉  川  秀  嗣  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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