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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30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 ％

18年６月中間期 13,186 (35.9) 377 (25.7) 380 (38.1)

17年６月中間期 9,701 (15.3) 300 (△5.2) 275 (△12.4)

17年12月期 21,748 911 883

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 205 (72.4) 3,708 70

17年６月中間期 118 (△25.0) 2,249 98

17年12月期 439 7,936 77

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期   55,302株 17年６月中間期 52,884株 17年12月期    53,834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

18年６月中間期 7,066 3,277 46.4 59,197 37

17年６月中間期 5,124 2,780 54.2 50,985 03

17年12月期 6,280 3,115 49.6 56,260 49

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期   55,363株 17年６月中間期 54,531株 17年12月期    55,161株

②期末自己株式数 18年６月中間期 －株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 28,383  1,056  528  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  9,537円85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

17年12月期 － － － 650 － 650

18年12月期（実績） － － － － － －

18年12月期（予想） － － － 650 － 650

※　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９ページを参照して下さい。
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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６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

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   2,165,050   2,125,776    2,148,791  

２．受取手形   25,478   465    －  

３．売掛金   2,099,413   3,063,009    2,472,346  

４．たな卸資産   －   2,729    －  

５．繰延税金資産   32,574   24,839    43,833  

６．その他   139,930   400,780    213,474  

貸倒引当金   △15,112   △2,011    △2,111  

流動資産合計   4,447,336 86.8  5,615,590 79.5 1,168,253  4,876,334 77.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ＊１  52,247 1.0  72,462 1.0 20,215  65,917 1.1

２．無形固定資産   1,855 0.0  4,490 0.1 2,635  4,811 0.1

３．投資その他の
資産

           

  (1）投資有価証
券

 296,817   1,109,150    963,777   

  (2）繰延税金資
産

 36,760   38,579    32,582   

(3）敷金及び保
証金

 179,982   214,528    234,544   

(4）その他  110,358   16,471    108,304   

貸倒引当金  △1,129 622,789 12.2 △4,909 1,373,819 19.4 751,030 △5,387 1,333,821 21.2

固定資産合計   676,891 13.2  1,450,773 20.5 773,881  1,404,550 22.4

資産合計   5,124,228 100.0  7,066,363 100.0 1,942,135  6,280,884 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．短期借入金   －   450,000    250,000  

２．未払費用   1,899,872   2,698,931    2,035,922  

３．未払法人税等   168,800   213,562    309,000  

４．未払消費税等 ＊２  163,672   266,986    302,758  

５．その他   52,079   76,623    200,897  

流動負債合計   2,284,425 44.6  3,706,103 52.4 1,421,678  3,098,578 49.3

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

  47,529   69,056    54,101  

２．役員退職慰労
引当金

  12,009   13,859    12,819  

固定負債合計   59,538 1.2  82,915 1.2 23,377  66,921 1.1

負債合計   2,343,963 45.8  3,789,019 53.6 1,445,055  3,165,499 50.4
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   682,695 13.3  － － △682,695  690,116 11.0

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  845,570   －    852,991   

資本剰余金合計   845,570 16.5  － － △845,570  852,991 13.6

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金   3,109   －    3,109  

２．任意積立金   1,000,613   －    1,000,613  

３．中間（当期）
未処分利益

  248,277   －    568,554  

利益剰余金合計   1,251,999 24.4  － － △1,251,999  1,572,276 25.0

資本合計   2,780,264 54.2  － － △2,780,264  3,115,385 49.6

負債・資本合計   5,124,228 100.0  － － △5,124,228  6,280,884 100.0

            

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 692,473 9.8 692,473 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 855,348  －

資本剰余金合
計

 － － 855,348 12.1 855,348 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 3,109  －

(2）その他利益
剰余金

     

特別償却準
備金

 － 408  －

別途積立金  － 1,300,000  －

繰越利益剰
余金

 － 426,004  －

利益剰余金合
計

 － － 1,729,521 24.5 1,729,521 － －

株主資本合計  － － 3,277,344 46.4 3,277,344 － －

純資産合計  － － 3,277,344 46.4 3,277,344 － －

負債純資産合計  － － 7,066,363 100.0 7,066,363 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30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１月１日
至　平成17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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,701,979 100.0  13,186,152 100.0 3,484,173  21,748,658 100.0

Ⅱ　売上原価   8,213,155 84.7  11,295,763 85.7 3,082,608  18,377,493 84.5

売上総利益   1,488,824 15.3  1,890,389 14.3 401,565  3,371,164 15.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,188,564 12.2  1,512,945 11.4 324,381  2,459,971 11.3

営業利益   300,259 3.1  377,443 2.9 77,183  911,193 4.2

Ⅳ　営業外収益 ＊１  3,090 0.0  7,270 0.0 4,179  4,925 0.1

Ⅴ　営業外費用 ＊２  27,673 0.3  4,079 0.0 △23,594  32,815 0.2

経常利益   275,676 2.8  380,634 2.9 104,958  883,303 4.1

Ⅵ　特別利益 ＊３  － －  － － －  6,019 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  275,676 2.8  380,634 2.9 104,958  889,323 4.1

法人税、住民
税及び事業税

 164,652   162,537    465,103   

法人税等調整
額

 △7,964 156,688 1.6 12,997 175,534 1.3 18,845 △15,044 450,058 2.1

中間（当期）
純利益

  118,987 1.2  205,100 1.6 86,112  439,264 2.0

前期繰越利益   129,289   －    129,289  

中間（当期）
未処分利益

  248,277   －    568,554  
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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１月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

純資産合
計

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
金合計特別償却

準備金金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
690,116 852,991 852,991 3,109 613 1,000,000 568,554 1,572,276 3,115,385 3,115,385

中間会計期間中の変動額

新株の発行 2,356 2,356 2,356      4,713 4,713

特別償却準備金の取崩

し
    △204  204 － － －

別途積立金の繰入れ      300,000 △300,000 － － －

剰余金の配当       △35,854 △35,854 △35,854 △35,854

利益処分による役員賞

与
      △12,000 △12,000 △12,000 △12,000

中間純利益       205,100 205,100 205,100 205,100

中間会計期間中の変動額

合計

（千円）

2,356 2,356 2,356  △204 300,000 △142,549 157,245 161,959 161,959

平成18年６月30日　残高

（千円）
692,473 855,348 855,348 3,109 408 1,300,000 426,004 1,729,521 3,277,344 3,277,344
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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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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に

よっております。

その他有価証券

　時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

　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（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じ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。

(1）有価証券

子会社株式

同左

 

その他有価証券

　時価のないもの

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 

その他有価証券

　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によって

おります。

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(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

　定率法によっております。

(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

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における見

込利用可能期間（５年）による定

額法によっております。

(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

　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

能性を検討し、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）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給見込額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

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

５．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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会計処理の変更

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）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。

───────

   

 (中間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

3,277,344千円であります。

　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。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

（中間貸借対照表関係）

　「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

め区分掲記いたしました。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は

106,817千円であります。

 ────────
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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6月30日）

当中間会計期間末
（平成18年6月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

46,506千円

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

     69,075千円

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

      56,983千円

＊２．仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の

うえ、その差額を流動負債の（未払消費

税等）として表示しております。

＊２．　　　　─────── ＊２．　　　　───────

　３．　　　　─────── 　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。　　　　

当座貸越極度額 4,300,000千円

借入実行残高 　450,000

差引額 3,850,000

 

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行10行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。　　　　

当座貸越極度額 4,450,000千円

借入実行残高 　250,000

差引額 4,200,000

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17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 908千円 受取利息    643千円 受取利息   1,299千円

＊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

公開準備費用 26,853千円

 

支払利息      969千円

 

支払利息 　571千円

公開準備費用   26,853　　

＊３．　　　　――――― ＊３．　　　　――――― ＊３．特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入益    4,953千円

役員退職慰労引当金戻入

益

   1,066

 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 7,970千円

無形固定資産    －

有形固定資産  13,185千円

無形固定資産  320

有形固定資産   21,181千円

無形固定資産  　  250

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

─────── ─────── ───────
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（リース取引関係）

 　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　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で時価のあるものはありません。

－ 10 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産

額
50,985円03銭

１株当たり中間純

利益
2,249円98銭

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益

2,163円19銭

１株当たり純資産

額
    59,197円37銭

１株当たり中間純

利益
3,708円70銭

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益

    3,627円53銭

１株当たり純資産

額
  56,260円49銭

１株当たり当期純

利益
   7,936円77銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益

   7,671円09銭

　当社は平成16年８月21日付をもって株

式１株を５株に、また平成17年６月20日

付をもって株式１株を３株に分割してお

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

いては以下のとおりとなります。
前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

 44,332円47銭

１株当たり純資産額 

36,139円90銭  

１株当たり中間純利益

 6,314円62銭

１株当たり当期純利益 

1,446円59銭 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益については、新株引受権

及び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、かつ店頭登録も

していないため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

当社は平成17年6月20日付をもって１

株を３株に分割しております。　

　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事業年度にお

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
  36,139円91銭

１株当たり当期純

利益
  14,460円62銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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、かつ店頭登録もしていないため、

期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり中間（当期）純

利益
   

中間（当期）純利益

（千円）
118,987 205,100 439,264

普通株主に帰属しない金額

（千円）
─ ─ 12,000

（うち利益処分による役員

賞与金（千円））
（─） （─） (12,000) 

普通株式に係る中間

（当期）純利益（千円）
118,987 205,100 427,264

期中平均株式数（株） 52,884 55,302 53,834

    

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
─ ─ ─  

普通株式増加数（株） 2,122 1,237 1,864

（うち新株予約権（株）） （2,122）      （1,237） (1,864) 

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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。 （子会社設立について）

　当社は、平成18年６月15日開催の取

締役会において、百貨店販売職の人材

サービスの提供を目的に子会社を設立

することを決議し、下記のとおり設立

いたしました。

①商号：株式会社ウィズコミュニケー

ション

②代表者名：代表取締役　平田　隆寛

③本店所在地：福岡県北九州市小倉北

区馬借１丁目３番９号

④設立年月日：平成18年７月７日

⑤事業内容：百貨店販売職の人材サー

ビスの提供

⑥事業年度の末日：12月31日

⑦資本金の額：50,000千円

⑧発行済株式総数：1,000株

⑨株主構成：

株式会社ワールドインテック　50％

株式会社井筒屋　　　　　　　34％

株式会社ワールドコーディネーターバ

ンク　　　　　　　　　　　  16％

 

　該当事項はありません。
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