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中間配当支払開始日    平成  -  年 -  月  - 日 単元株制度採用の有無　 無

１. 16年 9月中間期の業績（平成16年4月1日 ～ 平成16年9月30日）
(1)経営成績 (百万円未満切捨)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

16年 9月中間期 47,218 (53.7) 27,086 (53.2) 27,253 (55.6)
15年 9月中間期 30,716 (41.2) 17,681 (80.9) 17,517 (80.8)
16年 3月期 70,308 40,939 41,104

百万円 ％ 円 　　銭

16年 9月中間期 17,009 (63.4) 4,412  30
15年 9月中間期 10,411 (97.7) 10,698  86
16年 3月期 24,322 12,629  69
(注)①期中平均株式数    16年 9月中間期   3,854,965株    15年 9月中間期   973,098株    16年 3月期   1,915,795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

(2)配当状況
１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円　  銭 円　 銭

16年 9月中間期 0    0  －
15年 9月中間期 0    0  －
16年 3月期 － 0   0  

(3)財政状態

百万円 百万円 ％ 円       銭

16年 9月中間期 98,408 76,518 20,280 　28
15年 9月中間期 57,843 44,446 47,163 　　70
16年 3月期 80,905 59,940 31,714     32
(注)①期末発行済株式数    16年 9月中間期   3,773,073株    15年 9月中間期   942,381株   16年 3月期　  1,886,016株

     ②期末自己株式数        16年 9月中間期            118株    15年 9月中間期           28株   16年 3月期      　　　  56株

２. 17年3月期 第3四半期の業績予想（ 平成16年10月1日  ～  平成16年12月31日 ）
　

期　　末

百万円 百万円 百万円

第3四半期
（参考）１株当たり予想当期純利益（第3四半期）       　　　　　2,088円 22銭　～　2,425円 44銭

※　業績予想については、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成しておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。

 　　上記予想に関連する事項につきましては、中間決算短信（連結）の3.添付資料9ページを参照してください。

 　　また、配当に関しましては、中間決算短信（連結）の3.添付資料3ページ｢会社の利益配分に関する基本方針｣を参照してください。

　　 なお、平成16年11月19日付けをもって株式分割を行いますが、1株当たり予想当期純利益（第3四半期）の計算には、平成16年9月中間期の

　　 期中平均株式数を用いております。

ヤフー株式会社

売  上  高 営  業  利  益 経  常  利  益

1 株 当 た り 中 間
中間(当期）純利益

74.1
76.8

( 当 期 ） 純 利 益

株主資本比率総  資  産 株  主  資  本 1株当たり株主資本

売  上  高 経  常  利  益 当期純利益

77.8

未定

 1株当たり年間配当金

未定
25,050 ～ 27,450 12,900 ～ 15,100 8,050 ～ 9,350



３． 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15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  23,544 48,717  38,277

２ 売掛金  9,669 15,752  12,970

３ たな卸資産  22 15  22

４ 前払費用  381 564  303

５ 短期貸付金  444 564  999

６ 繰延税金資産  861 1,329  1,882

７ その他  219 312  328

 貸倒引当金  △377 △1,007  △841

流動資産合計  34,766 60.1 66,247 67.3 53,943 66.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物付属設備  1,237 1,467  1,322

(2) 工具器具備品  5,868 8,883  6,716

有形固定資産合計  7,105 12.3 10,350 10.5 8,039 9.9

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  544 1,933  948

(2) その他  5 5  5

無形固定資産合計  549 0.9 1,939 2.0 953 1.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  7,172 7,868  8,997

(2) 関係会社株式  1,544 3,726  1,224

    投資損失引当金  △889 ―  ―

(3) 出資金  588 790  639

(4) 長期貸付金  5,966 5,862  5,915

(5) 従業員長期貸付金  0 ―  0

(6) 長期前払費用  59 41  58

(7) 破産更生等債権  164 75  74

(8) 差入保証金  1,022 1,661  1,176

    貸倒引当金  △209 △156  △118

投資その他の資産合計  15,420 26.7 19,870 20.2 17,968 22.2

固定資産合計  23,076 39.9 32,161 32.7 26,961 33.3

資産合計  57,843 100.0 98,408 100.0 80,905 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  223 311  287

２ 未払金  3,441 6,889  4,040

３ 未払費用  45 60  52

４ 未払賞与  381 413  458

５ 未払法人税等  6,700 10,562  11,632

６ 未払消費税等 ※２ 597 735  1,188

７ 預り金  284 394  433

８ 前受収益  432 307  346

９ ポイント引当金  ― 20  ―

10 その他  1 15  3

流動負債合計  12,106 21.0 19,710 20.0 18,443 22.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  5 54  58

２ 繰延税金負債  1,285 2,124  2,462

固定負債合計  1,290 2.2 2,179 2.2 2,521 3.1

負債合計  13,397 23.2 21,889 22.2 20,964 25.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  6,181 10.7 6,503 6.6 6,399 7.9

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,262 1,584  1,480

資本剰余金合計  1,262 2.2 1,584 1.6 1,480 1.8

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  15 27  15

２ 任意積立金   

特別償却準備金  81 61  81

３ 中間(当期)未処分利益  33,192 63,993  47,103

利益剰余金合計  33,288 57.5 64,083 65.1 47,200 58.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 3,733 6.4 4,374 4.5 4,880 6.0

Ⅴ 自己株式  △20 △0.0 △26 △0.0 △21 △0.0

資本合計  44,446 76.8 76,518 77.8 59,940 74.1

負債・資本合計  57,843 100.0 98,408 100.0 80,905 100.0

   

 

― 2 ― 



② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  30,716 100.0 47,218 100.0  70,308 100.0

Ⅱ 売上原価  822 2.7 1,219 2.6  1,763 2.5

売上総利益  29,893 97.3 45,999 97.4  68,545 97.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  12,212 39.8 18,912 40.0  27,605 39.3

営業利益  17,681 57.5 27,086 57.4  40,939 58.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 212 0.7 422 0.8  652 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 376 1.2 256 0.5  487 0.6

経常利益  17,517 57.0 27,253 57.7  41,104 58.5

Ⅵ 特別利益  ― 650 1.4  142 0.2

Ⅶ 特別損失  432 1.4 4 0.0  527 0.8

税引前中間 
(当期)純利益 

 17,084 55.6 27,899 59.1  40,719 57.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 6,614 10,327  16,968 

法人税等調整額  58 6,673 21.7 562 10,889 23.1 △572 16,396 23.3

中間(当期)純利益  10,411 33.9 17,009 36.0  24,322 34.6

前期繰越利益  22,781 46,984   22,781

中間(当期)未処分利益  33,192 63,993   47,103
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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15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 資産の評価基準お

よび評価方法 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

同左 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

同左 

   子会社株式および関連

会社株式 

   移動平均法による原

価法 

  子会社株式および関連

会社株式 

同左 

  子会社株式および関連

会社株式 

同左 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間期決算日の市

場価格等に基づく

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） 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

   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

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） 

    時価のないもの 

    移動平均法による

原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法（振当処理をし

た為替予約を除く） 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  個別法による原価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

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 

(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 

  市場販売目的ソフトウ

ェアについては、見込

有効期間（３年以内）

における販売数量に基

づく方法、また、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 繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31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 

貸倒引当金 

同左 

 (2) 投資損失引当金 

  子会社等への投資に係

る損失に備えるため、

子会社等の財政状態等

を勘案して必要額を計

上しております。 

―――――――― ―――――――― 

 ―――――――― (2) ポイント引当金 

  販売促進を目的とする

ポイント制度に基づ

き、顧客へ付与したポ

イントの利用に備える

ため、当中間会計期間

末において将来利用さ

れると見込まれる額を

計上しております。 

―――――――― 

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ

処理によっておりま

す。 

  なお、振当処理の要件

を満たしている為替予

約については振当処理

によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   為替予約取引 

  ヘッジ対象 

   外貨建債権・債務お

よび外貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

    為替予約取引 

   ヘッジ対象 

    外貨建債権・債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関

する権限規程および取

引限度等を定めた内部

規程に基づき、ヘッジ

対象に係る為替相場リ

スクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ対象およびヘッ

ジ手段に応じて、比率

分析等により、ヘッジ

取引の事前、事後に有

効性の評価を行ってお

ります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

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 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しており

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15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

平成13年６月よりビー・ビー・テク

ノロジー株式会社（現社名ソフトバ

ンクBB株式会社）との共同事業とし

て開始されたYahoo! BB事業のISPサ

ービスについては、従来、役務提供

を行った月にユーザーに対するサー

ビス料金である1,290円を売上計上

し、ISPサービスのインフラ提供対

価として1,090円を売上原価計上

（無料キャンペーンの場合は、差額

200円を販売促進費として販売費及

び一般管理費に計上）しておりまし

たが、当中間会計期間より課金を行

った月にユーザーに対するISPサー

ビス料金のうち、当社の対価として

ソフトバンクBB株式会社と合意され

た金額（200円）を売上計上する方

法に変更いたしました。 

当該変更は、ISPサービスのインフ

ラ領域担当会社であるソフトバンク

BB株式会社が、平成15年１月に合併

したことおよび前事業年度下半期か

らソフトバンクBB株式会社主導によ

り申込方法が多様化し、無料キャン

ペーンが拡大され、ユーザーの拡大

が顕著となったことにより、共同事

業の元でのユーザーへのISPサービ

スに係るインフラに関する整備と提

供責任が一層明確となったことに対

応させるために行いました。 

当該変更により、変更を行わなかっ

た場合に比べ、当中間会計期間の売

上高は16,073百万円、売上原価は

15,677百万円、販売費及び一般管理

費は395百万円、それぞれ少なく計

上されており、その結果、売上総利

益は395百万円少なく計上されてお

ります。営業利益、経常利益および

税引前中間純利益への影響はありま

せん。 

―――――――― 平成13年６月よりビー・ビー・テク

ノロジー株式会社(現社名ソフトバ

ンクBB株式会社)との共同事業とし

て開始されたYahoo! BB事業のISPサ

ービスについては、従来、役務提供

を行った月に会員に対するサービス

料金である1,290円を売上計上し、

ISPサービスのインフラ提供対価と

して1,090円を売上原価計上(無料キ

ャンペーンの場合は、差額200円を

販売促進費として販売費及び一般管

理費に計上)しておりましたが、当

事業年度より課金を行った月に利用

者に対するISPサービス料金のう

ち、当社の対価としてソフトバンク

BB株式会社と合意された金額(200

円)を売上計上する方法に変更いた

しました。 

当該変更は、ISPサービスのインフ

ラ領域担当会社であるソフトバンク

BB株式会社が、平成15年１月に合併

したことおよび前事業年度下半期か

らソフトバンクBB株式会社主導によ

り申込方法が多様化し、無料キャン

ペーンが拡大され、利用者の拡大が

顕著となったことにより、共同事業

の元での利用者のISPサービスに係

るインフラに関する整備と提供の責

任が一層明確となったことに対応さ

せるために行いました。 

当該変更により、変更を行わなかっ

た場合に比べ、当事業年度の売上高

は38,289百万円、売上原価は37,417

百万円、販売費及び一般管理費は

871百万円、それぞれ少なく計上さ

れており、その結果、売上総利益は

871百万円少なく計上されておりま

す。営業利益、経常利益および税引

前当期純利益への影響はありませ

ん。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

4,173百万円 6,509百万円 5,281百万円

※２ 消費税等の取扱

い 

仮払消費税等および仮受消

費税等は相殺のうえ、未払

消費税等として表示してお

ります。 

同左 ―――――――― 

 

(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち

主なもの 

受取利息 

受取配当金 

為替差益 

受取業務手数料 
 

126百万円

12百万円

6百万円

66百万円

350百万円

19百万円

―百万円

27百万円

482百万円

12百万円

17百万円

107百万円

※２ 営業外費用のうち

主なもの 

新株発行費 

固定資産除却損 

出資金評価損 

移転費用 

貸倒引当金繰入額 
 

8百万円

34百万円

24百万円

166百万円

135百万円

3百万円

169百万円

―百万円

―百万円

13百万円

10百万円

181百万円

16百万円

166百万円

69百万円

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 
 

1,134百万円

62百万円

1,662百万円

97百万円

2,709百万円

176百万円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

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および中

間期末残高相当額 

            (百万円) 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額
相当額

中間期末 
残高 
相当額 

有形固定
資産(工具
器具備品) 

6 5 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および期

末残高相当額 

            (百万円)

 
取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額

有形固定
資産(工具
器具備品)

6 6 0

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年以内 1百万円

一年超 ―百万円

 合計 1百万円
 

(2)   ――――――――― 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

一年以内 0百万円

一年超 ―百万円

 合計 0百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 1百万円 

減価償却費相当額 1百万円 

支払利息相当額 0百万円 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払利息相当額 0百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払利息相当額 0百万円
 

(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 

 

 

(有価証券関係) 

 

(前中間会計期間末) (平成15年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(当中間会計期間末) (平成16年９月30日) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(前事業年度末) (平成16年３月31日) 

子会社株式およ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) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日)

１株当たり純資産額 47,163.70円 20,280.28円 31,714.32円

１株当たり中間(当期)純利益 10,698.86円 4,412.30円 12,629.69円

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

10,671.59円 4,397.24円 12,588.85円

 

当社は、平成15年５月20

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。 

なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定し

た場合の上記記載の１株

当たりの情報について

は、それぞれ以下のとお

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 

26,129.69円 

 

１株当たり中

間純利益金額 

5,599.55円 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

5,596.70円 

１株当たり 

純資産額 

32,967.70円

 

１株当たり当

期純利益金額

13,208.85円

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

13,188.62円
  

当社は、平成16年５月20

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。 

なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定し

た場合の上記記載の１株

当たりの情報について

は、それぞれ以下のとお

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 

11,790.92円

 

１株当たり中

間純利益金額

2,762.43円

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

2,755.15円

１株当たり 

純資産額 

15,857.16円

 

１株当たり当

期純利益金額

6,418.43円

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

6,397.34円
 

当社は、平成15年５月20

日および11月20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。

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株当たりの情報に

ついては、それぞれ以下

のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

16,483.85円

 

１株当たり 

当期純利益金額 

6,604.43円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

6,594.31円
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(注)１株当たり中間(当期)純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定の基礎は、

以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

1株当たり中間(当期)純利益金額   

中間(当期)純利益(百万円) 10,411 17,009 24,322 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 
(うち利益処分による役員賞与金) 

― ― 
127 
(127)

普通株式に係る中間(当期)純利益 10,411 17,009 24,195 

期中平均株式数(株) 973,098 3,854,965 1,915,795 

    

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

   

中間(期末)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

普通株式増加額(株) 2,486 13,204 6,214 

 (うち新株引受権) (2,012) (10,068) (4,978)

 (うち新株予約権) (474) (3,135) (1,235)
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

平成15年８月26日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行いたしまし

た。 

１.平成15年11月20日付をもって普

通株式１株につき２株に分割い

たします。 

 (1)分割により増加する株式数 

    普通株式  942,410.08株 

 (2)分割方法 

平成15年９月30日最終株主名簿

および実質株主名簿に記載また

は記録された株主ならびに端株

原簿に記載または記録された端

株主の所有株式数を、１株につ

き２株の割合をもって分割いた

します。 

２.配当起算日 

平成15年10月１日 

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

間会計期間および前事業年度に

おける１株当たり情報ならびに

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。 

平成16年８月24日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行いたしま

す。 

１.平成16年11月19日付をもって普

通株式１株につき２株に分割い

たします。 

 (1)分割により増加する株式数 

    普通株式 3,773,192.32株 

 (2)分割方法 

平成16年９月30日最終の株主名

簿および実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主並びに端株

原簿に記載または記録された端

株主の所有株式数を、１株につ

き２株の割合をもって分割いた

します。 

２.配当起算日 

平成16年10月１日 

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

間会計期間および前事業年度に

おける１株当たり情報ならびに

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

株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

平成16年２月17日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行いたしまし

た。 

１.平成16年５月20日付をもって普

通株式１株につき２株に分割い

たします。 

 (1)分割により増加する株式数 

    普通株式 1,886,073.16株 

 (2)分割方法 

平成16年３月31日最終の株主名

簿および実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主並びに端株

原簿に記載または記録された端

株主の所有株式数を、１株につ

き２株の割合をもって分割いた

します。 

２.配当起算日 

平成16年４月１日 

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

および当該株式分割が当期首に

行われたと仮定した場合の当事

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。 

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

13,064.85円 

 

１株当たり中

間純利益金額 

2,799.77円 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

2,798.35円 

１株当たり 

純資産額 

23,581.85円 

 

１株当たり中

間純利益金額 

5,524.85円 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

5,510.31円 

１株当たり 

純資産額 

16,483.85円 

 

１株当たり当

期純利益金額 

6,604.43円 

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

6,594.31円 
  

前中間 

会計期間 

当中間 

会計期間 
前事業年度

１株当たり 

純資産額 

5,895.46円

 

１株当たり中

間純利益金額

1,381.21円

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

1,377.58円

１株当たり 

純資産額 

10,140.14円

 

１株当たり中

間純利益金額

2,254.38円

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

2,246.52円

１株当たり 

純資産額 

7,928.58円

 

１株当たり当

期純利益金額

3,209.21円

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

3,198.67円
 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資

産額 

8,241.92円 

 

１株当たり当期

純利益金額 

3,302.21円 

 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

3,297.16円 

１株当たり純資

産額 

15,857.16円 

 

１株当たり当期

純利益金額 

6,418.43円 

 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

6,397.34円 

 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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