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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第60期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しており

ません。 

３ 第60期及び第61期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの

１株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。また、第60期中の潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) ─ 2,243,025 946,423 ─ 3,493,514

経常利益(△経常損失） (千円) ─ △21,472 △113,957 ─ △162,440

中間(当期)純利益(△純損失) (千円) ─ 33,436 △181,587 ─ △160,708

純資産額 (千円) ─ 1,254,522 2,645,850 ─ 1,060,377

総資産額 (千円) ─ 2,341,093 3,526,187 ─ 2,127,348

１株当たり純資産額 (円) ─ 7.55 11.75 ─ 6.38

１株当たり中間(当期)純利益
(△純損失)

(円) ─ 0.20 △1.00 ─ △0.96

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

(円) ─ ― ― ─ ―

自己資本比率 (％) ─ 53.6 75.0 ─ 49.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ 84,342 △153,176 ─ 138,048

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ △3,462 △467,371 ─ △4,644

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ─ △13,785 1,736,787 ─ △41,920

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末）残高

(千円) ─ 431,242 1,571,871 ─ 455,631

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）

 
(名)

─
17

（2）
20

（2）
─ 14



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第59期中及び第59期、第60期及び第61期中の潜在株式調整後1株当たり中間(当期）純利益については、潜在

株式は存在するものの1株当たり中間(当期）純損失であるため記載しておりません。また、第60期中の潜在

株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期

会計期間

自 平成15年
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,542,241 2,241,434 1,188,438 3,020,058 3,487,700

経常利益（△経常損失） (千円) △208,966 △18,729 △110,505 △359,586 △143,601

中間(当期)純利益(△純損失) (千円) △499,463 36,179 △149,371 △1,127,649 △141,694

資本金 (千円) 5,830,514 5,830,514 6,714,044 5,830,514 5,830,514

発行済株式総数 (千株) 166,098 166,098 225,000 166,098 166,098

純資産額 (千円) 1,849,201 1,257,265 2,697,079 1,221,085 1,079,391

総資産額 (千円) 2,654,353 2,343,836 2,997,748 2,068,169 2,145,967

１株当たり純資産額 (円) 11.13 7.57 11.98 7.35 6.49

１株当たり中間(当期)純利益
（△純損失）

(円) △3.04 0.21 △0.82 △6.78 △0.85

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 69.7 53.6 90.0 59.0 50.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △55,781 ― ― △67,304 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △12,849 ― ― △165,186 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △25,869 ― ― 80,000 ―

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 422,139 ― ― 364,147 ―

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
18

(2)

17

(2)

15

(2)

17

(2)

14

(2)



２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社３社、持分法非適用関連会社５社で構成されており、本年６月末

の新経営体制の発足とともに経営基盤を資源開発事業に移行し、売上高の増大・収益の向上に取り組んで

おります。一方、既存事業は、各種撚糸（ミシン糸）の製造販売、食品の国内販売を中心に事業活動を行

っております。 

  

連結子会社は、いずれも平成16年６月に設立したもので、設立の目的は不動産、金融、事務代行の各事

業の推進責任者を明確にして、採算性を高め、機動力を生かしてグループ全体の経営総合力を強化するこ

とであります。 

各連結子会社の事業内容は次のとおりであります。 

 
  

なお、関連会社５社に関しましては、いずれも当社の子会社が議決権を40％所有しておりますが、実質

的な影響力を有しておりませんので持分法の適用から除外しております。 

各関連会社の事業内容は次のとおりであります。 

 
  

㈱アイビー・エリアコンサルティング ：不動産の売買・賃貸・仲介業務、貸しスタジオ経営等

㈱アイビー・マネージメントサービス ：資金貸付、保証、投資等

㈱あいびー・おたすけ隊 ：労務、経理等事務代行業務、人材派遣等

㈱プロウイング ：人材派遣業

㈱ぱる出版 ：実業書の編集・出版業

㈱汐波 ：貸しスタジオの経営

㈱ジェイシーオー ：建物・設備等の管理

㈲エム企画印刷 ：印刷業



３ 【関係会社の状況】 

  

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、パート（平均雇用人員2名）は含んでおりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、パート(平均雇用人員2名)は含んでおりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

該当事項はありません。 

  

  

名称 住所 資本金 主な事業内容
議決権の
所有割合

関係内容

(株)アイビー・ 
            エリアコンサルティング

東京都千代田区 10,000千円
不動産売買・賃
貸

100% 資金援助あり

(株)アイビー・ 
      マネージメントサービス

東京都千代田区 10,000千円 資金貸付・投資 100% 資金援助あり

(株)あいびー・おたすけ隊 東京都千代田区 10,000千円 事務代行業務 100% 資金援助あり

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

繊維事業 ７

食品事業 １

不動産事業 ２

その他事業 ３

全社（共通） ７

合     計 ２０

従業員数(名) １５



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、全般的には各経営指標の改善が進み、ようやく景気回復の兆しが顕

れてきましたが、依然として中小企業の経営不振、個人消費の低迷が続いており、本格的な回復にはも

う少し時間が掛かる状況であります。 

このような状況下、当社は、６月末の新経営体制発足とともに経営基盤を資源開発事業に移行し、売

上高の増大・収益の向上に取り組んでおりますが、これらの業績に対する貢献は第3四半期以降の予定

です。 

その結果、当上半期の連結売上高は、946百万円と目標（1,600百万円）の40.8%減少となりました。 

部門別売上高は、繊維部門109百万円、食品部門742百万円、不動産部門85百万円、その他で10百万円

となりました。 

また、収益面では、連結営業損失114百万円となりましたが、連結経常損失は、113百万円でありま

す。また、連結中間純損失につきましては、特別損失として、貸倒引当金繰入額73百万円（貸倒引当金

戻入額41百万円との相殺後の金額）、契約違約金31百万円、損害賠償金等15百万円を計上し、さらに法

人税等調整額51百万円を差し引き181百万円の純損失となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連

結会計年度末に比べ、1,116百万円増加し、当中間連結会計期間末には、1,571百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、153百万円となりました。これは主に売上債権の減少が183百万円、

長期滞留債権の減少が159百万円、長期未払金の増加243百万円、一方、貸倒引当金の増加が115百万

円、営業貸付金の減少163百万円、その他流動負債の増加225百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は、467百万円となりました。これは、主にダーシー社の買収手付金440

百万円、およびテティアン社への経費充当資金21百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、1,736百万円となりました。これは、主に新株予約権の行使による

資本金、および資本準備金の増加1,767百万円、長期預り保証金の増加27百万円、および新株発行費3百

万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 

該当事項はありません。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 1 上記の金額には消費税等を含んでおりません。 

2 金額は実際仕入額を記載しております。 

  

(3) 受注状況 

当社グループは特殊規格以外のものは、全て見込み生産であり、特殊規格の製品の受注生産の金額

は、見込み生産の金額と比較して金額的重要性に乏しいため記載を省略しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

繊維事業 55,989 31.1

食品事業 721,192 72.2

不動産事業 2,180 0.1

その他事業 ― ―

合計 779,362 33.6



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 主要な相手先(当該割合が100分の10を超えるもの)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。 

  

 
２ 上記の金額には消費税等を含んでおりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

繊維事業 108,727 40.5

食品事業 742,224 73.5

不動産事業 85,128 9.0

その他事業 10,343 34.5

合計 946,423 42.1

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

本田忠株式会社 529,673 23.6 349,209 36.8

ライスカンパニー株式会社 475,629 21.2 390,943 41.3



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社の経営の基本方針は、天然資源に対する需要がかってないほど高ま

りを見せる中、資源開発分野には大きな将来性があると確信し、事業戦略を見直し、既存事業分野に加

え、今後高成長が期待できる資源分野を新たな経営基盤とすることになりました。 

 従って下期においても引き続き売上高、収益の改善確保を最優先に掲げ、次の課題に取り組んでまいり

ます。 

①内容 

（イ）監理ポストからの早期復帰 

（ロ）資源開発投資事業の早期確立 

（ハ）既存事業の収益性の見直し 

②対応方針と具体的取り組み状況 

（イ）コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制を更に整備・強化し、ジャスダック証券取引

所、ならびに投資家の皆様に向け適時適正な情報開示を継続すること、具体的な取り組みとして、社長

を最高責任者とした情報開示責任体制を確立し対応しています。また、社外アドバイザーを起用し、法

令遵守を重んじ、企業経営および日常業務に関して適宜必要に応じて助言を得ております。 

（ロ）一日も早くかつ着実に資源開発事業を軌道に乗せるため、当社が有する人的資産を総結集すると

ともに、パートナーとしてのクロスビー社との協力関係を最大限に生かしながらダイナミック、かつ迅

速に事業展開を目指します。 

（ハ）既存事業については、必要人員の適正配置、取扱商品の採算を見直し、優良な土地建物の売買・

仲介や投資資金の効率運営を図り収益の向上を目指します。 

以上の諸活動を具体的な経営計画に基づき実行してまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結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。また、契約等の変

更もしくは解約はありません。 

 但し、当中間連結会計期間以降当該報告書の提出日までにおいて、下記の重要な事項が発生しており

ます。 

①ロドールリソース社の子会社化と公開買付けによる新株の発行(平成17年11月28日開催取締役決議) 

②米国における子会社の設立承認及びダーシー・エナジー・リミテッド社の子会社化並びに子会社の借

入及び当社による子会社の借入保証(平成17年12月７日開催取締役会決議) 

 
  

なお、詳細につきましては、第５経理の状況 1.中間連結財務諸表等及び2.中間財務諸表等の重要な後

発事象を参照してください。  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

(イ) 平成17年11月18日 ダーシー・エナジー・リミテッド社との合併計画契約書調印

(ロ) 平成17年12月８日
コニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッド社との借入
契約締結

(ハ) 平成17年12月８日
バイエリッシュ・ヒポ・フェラインスバンク・アーゲー社との子会社に
よる借入契約(当社による債務保証付)締結



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

該当事項はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  

  



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】 

  

 
（注）提出日現在の発行数には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

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。 

①平成14年６月27日定時株主総会決議 

 
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数につきましては、残数の表示にしております。 

また、新株予約権の行使時の払込金額につきましては、１株当たりの払込金額にしております。 

  2.発行価額の調整（毎年１月１日に１円ずつ上方修正）があるため、平成17年１月１日より発行価額は30円、資

本組入額は15円になっております。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 440,000,000

計 440,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月21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 225,000,000 327,469,000
株式会社ジャスダック

証券取引所
─

計 225,000,000 327,469,000 ─ ─

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数(個) 95,000 95,000

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(千株) 95,000 95,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり      30 1株当たり       30

新株予約権の行使期間
自 平成14年７月15日
至 平成18年７月14日

同左

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

発行価額    30
資本組入額   15

発行価額    30 
資本組入額   15

新株予約権の行使の条件
一部行使は出来ないものとす
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡については取締役会の承
認を受けなければこれをする
ことが出来ない。

同左



②平成17年９月２日臨時株主総会決議 

 
  

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数(個) 3,050 3,050

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(千株) 3,050 3,050

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり      220 1株当たり       220

新株予約権の行使期間
自 平成19年９月３日
至 平成27年９月２日

同左

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

発行価額    220
資本組入額   110

発行価額    220 
資本組入額   110

新株予約権の行使の条件

平成17年4月1日以降に開始す
る各連結会計年度における連
結損益計算書の当期純利益累
計額が6,008,781千円を超過
した後、最初に到来する定時
株主総会の日から6ヵ月後に
付与された新株予約権の30％
が、12ヵ月後に付与された新
株予約権の30％が、18ヵ月後
に付与された新株予約権の
40％がそれぞれ行使可能とな
る。新株予約権は付与される
新株予約権の個数の一部につ
き、これを行使することが出
来るものとする。各新株予約
権の一部行使は、その目的た
る株式の数が当社の1単元の
持株数の整数倍となる場合に
限りこれを行使することが出
来る。但し、年間の発行価額
の合計が12,000,000円を超え
ることが出来ない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部または一部
につき、第三者に対して譲
渡、担保権の設定その他の処
分をすることができない。

同左



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
 (注)1.平成14年６月27日定時株主総会決議の新株予約権の行使 

 
2.平成14年６月27日定時株主総会決議の新株予約権の行使 

 
3.平成17年12月15日現物出資による新株の発行 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

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)

平成17年７月１日～ 
平成17年７月31日(注1)

26,902 193,000 403,530 6,234,044 403,530 1,569,044

平成17年９月１日～ 
平成17年９月30日(注2)

32,000 225,000 480,000 6,714,044 480,000 2,049,044

発行株数 26,902 千株

行使価額 30 円

資本組入額 403,530 千円

発行株数 32,000 千株

行使価額 30 円

資本組入額 480,000 千円

発行株数 102,469 千株

発行価額 225 円

資本組入額 11,578,997 千円



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注)1.上記のほか証券保管振替機構名義の株式が415千株あります。 

   2.前事業年度主要株主であったスペレックスアーゲーは、当中間会計期間末では主要株主ではなくなりまし

た。 

    3.当中間会計期間後から半期報告書提出日までの主要株主の異動は、下記のとおりです。 

平成17年12月15日現在

 
 平成17年12月15日現在の当社議決権総数、発行済株式総数及び資本の額 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

エイチエスビーシーセキュリ
ティーズアジアインターナシ
ョナルノミニーズリミテッド
クロスビーキャピタルパート
ナーズリミテッド

ROMASCO PLACE, WICKHAMS CAY 1, PO BOX 3140
ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

22,000 9.77

エイチエスビーシー ガイヤ
ーゼラー バンク エージー

GENFERSTRAUSSE 8 8207 ZURICH SWITZERLAND 10,425 4.63

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー ノント
リティー クライアンツ 
613

WINCHESTER HOUSE 1 GREAT WINCHESTER STREET 
LONDON EC2N 2DB, UK

9,800 4.35

畑崎 広敏 兵庫県芦屋市六麗荘町１０－４ 7,208 3.20

大和証券株式会社 
代表取締役社長 鈴木 茂晴

東京都千代田区大手町２丁目六番四号 4,418 1.96

日本創研株式会社 
代表取締役 畑崎 廣敏

兵庫県神戸市灘区畑原通３丁目１－４ 2,174 0.96

日本創研株式会社 
代表取締役 畑崎 広敏

兵庫県芦屋市六麓荘町１０－４ 2,150 0.95

藤井 智教 山口県下関市前田２丁目３６－２２ 2,004 0.89

栗原 睦裕
大阪府大阪市住吉区万代東４丁目３－２５－
１２０５

2,000 0.88

中前 祐輔
大阪府大阪市阿倍野区相生通２丁目６－４
パレスフォー相生３０３

1,900 0.84

計 64,079 28.47

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

スノブ クロスビー（ホール
ディングス）リミテッド

Romasco Place,Wickhams Cay 1,PO Box 3140，
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

34,325 10.48

議決権総数 327,440 個

発行済株式総数 327,469,000 株

資本の額 18,293,041,000 円



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が415千株(議決権の数415個)含まれてお

ります。 

   2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式876株が含まれております。   

  

② 【自己株式等】 

平成17年9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)
(自己保有株式) 
普通株式 15,000

―
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

完全議決権株式(その他)
普通株式   
224,971,000  

224,971 同上

単元未満株式 普通株式 14,000 ― 同上

発行済株式総数
普通株式 
225,000,000

― ―

総株主の議決権 ― 224,971 ―

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社アイビーダイワ

東京都千代田区岩本町 
二丁目４番２号

15,000 ― 15,000 0.01

計 ― 15,000 ― 15,000 0.01



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) 株価は、ジャスダック証券取引所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の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであ

ります。 

 （1）新任役員 

 
  

 （2）退任役員 

 
  

 （3）役職の異動 

 
  

  

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 29 75 290 270 317 293

最低(円) 18 23 51 163 166 191

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数 就任年月日

取締役 ― 髙橋 正紀 昭和16年７月13日

 

昭和39年３月

昭和40年７月

昭和63年10月

平成６年６月

平成15年６月

平成17年９月

 

松山商科大学卒業

三井物産㈱入社

同社天然ガス部長

米国三井物産上級副社長

兼ロスアンゼルス店長

三井石油開発㈱

代表取締役副社長

㈱アイビーダイワ取締役

同社代表取締役社長(現任)

― 平成17年９月２日

役名 職名 氏 名 退任年月日

取締役 業務管理部長 中村 寛 平成17年11月30日

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏 名 異動年月日

代表取締役社長 取締役 髙橋 正紀 平成17年９月15日

取締役副会長 代表取締役社長 野田 耕助 平成17年９月15日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府

令第５号)附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。 

(2) 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。 

 ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第

５号)附則第３項のただし書きにより、改正前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、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、アスカ監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間

連結財務諸表及び中間財務諸表については、監査法人エイ・アイ・シーにより中間監査を受けておりま

す。  

なお、前連結会計年度及び前事業年度において、会計監査人がアスカ監査法人から公認会計士加藤昇氏

へ交代しております。 

 また、平成17年６月24日の当社第60回定時株主総会において公認会計士加藤昇氏は任期満了により退任

し、新たに監査法人エイ・アイ・シーが選任されました。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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 431,242 1,571,971 456,231

２ 受取手形及び売掛金 659,185 381,527 565,440

３ 営業貸付金 ※６ 113,700 259,054 95,955

４ 未収入金 2,216 6,214 5,086

５ たな卸資産 370,319 378,343 389,458

６ 前払費用 1,339 3,874 1,235

７ その他流動資産 ※３ 23,335 26,020 21,250

流動資産合計 1,601,339 68.4 2,627,006 74.5 1,534,658 72.1

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産

  建物 ※1,2 142,776 175,205 183,277

  土地 ※２ 128,693 128,693 128,693

  その他 58,449 329,919 14.1 13,049 316,948 9.0 9,712 321,682 15.2

(2) 無形固定資産 7,518 0.3 6,475 0.2 6,999 0.3

(3) 投資その他の資産

１ 投資有価証券 4,591 0 0

２ 関係会社株式 39,750 39,750 39,750

３ 出資金 140 90 90

４ 破産債権・更正債権等 653,869 478,664 638,124

５ 長期未収入金 34,997 ― 34,997

６ 差入保証金 146,368 531,945 145,168

７ その他 ― 3,971 ―

貸倒引当金 △538,869 340,847 14.6 △478,664 575,757 16.3 △594,122 264,008 12.4

固定資産合計 678,285 29.0 899,180 25.5 592,689 27.9

Ⅲ 繰延資産 61,468 2.6 ― ― ― ―

資産合計 2,341,093 100.0 3,526,187 100.0 2,127,348 100.0



 

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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 買掛金 236,383 124,660 240,388

２ 未払金 281,689 16,655 251,889

３ 未払費用 10,031 23,238 12,626

４ 前受金 10,130 9,824 8,382

５ 仮受金 ― ― 6,000

６ 預り金 2,018 20,768 17,674

７ 未払消費税 ― 2,632 1,589

８ 未払法人税等 9,045 10,161 16,923

９ 賞与引当金 1,485 1,853 3,179

流動負債合計 550,783 23.5 209,794 6.0 558,652 26.2

Ⅱ 固定負債

１ 長期預り保証金 ※２ 456,214 401,144 428,679

２ 長期預り金 20,000 20,000 20,000

３ 長期未払金 ― 243,689 ―

４ 退職給付引当金 5,650 5,709 5,715

５ 再評価に係る 
  繰延税金負債

53,922 ― 53,922

固定負債合計 535,787 22.9 670,542 19.0 508,317 23.8

負債合計 1,086,570 46.4 880,336 25.0 1,066,970 50.1

（少数株主持分）

少数株主持分 ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※４ 5,830,514 249.1 6,714,044 190.4 5,830,514 274.0

Ⅱ 資本剰余金 1,165,514 49.8 2,049,044 58.1 1,165,514 54.7

Ⅲ 利益剰余金 △5,814,810 △248.4 △6,116,231 △173.5 △6,008,955 △282.4

Ⅳ 土地再評価差額金 74,311 3.2 ― ― 74,311 3.5

Ⅴ 自己株式 ※５ △1,006 △0.0 △1,006 △0.0 △1,006 △0.0

資本合計 1,254,522 53.6 2,645,850 75.0 1,060,377 49.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計

2,341,093 100.0 3,526,187 100.0 2,127,348 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３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 2,243,025 100.0 946,423 100.0 3,493,514 100.0

Ⅱ 売上原価 2,064,569 92.0 847,638 89.6 3,245,328 92.8

売上総利益 178,455 8.0 98,785 10.4 248,185 7.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 139,512 6.2 213,458 22.5 289,834 8.2

営業利益(△営業損失) 38,943 1.7 △114,673 △12.1 △41,648 △1.1

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 0 126 3

２ 受取配当金 113 50 750

３ その他 937 1,052 0.0 538 715 0.1 1,391 2,145 0.0

Ⅴ 営業外費用

１ 新株発行費償却 61,468 61,468 2.7 ― ― ― 122,936 122,936 3.5

経常利益 
（△経常損失）

△21,472 △1.0 △113,957 △12.0 △162,440 △4.6

Ⅵ 特別利益

１ 貸倒引当金戻入額 7,890 ― 23,960

２ 前期損益修正益 ※３ 69,646 77,536 3.5 ― ― ― 69,646 93,606 2.6

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産売却損 ※４ ― 61 ―

２ 固定資産除却損 ※５ 170 723 170

３ たな卸資産廃棄損 63 7 570

４ たな卸資産評価損 21,083 2,543 12,005

５ 投資有価証券評価損 ― ― 4,591

６ 貸倒引当金繰入額 ― 1.0 73,565 71,323

７ 貸倒損失 ― 8,000 ―

８ 損害賠償金 ― 3,776 ―

９ 契約違約金 ― 21,318 31,000 119,678 12.7 ― 88,661 2.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益(△純損失)

34,745 1.5 △233,635 △24.7 △157,494 △4.5

法人税、住民税 
及び事業税

1,308 1,873 3,213

法人税等調整額 ― 1,308 0.0 △53,922 △52,048 △5.5 ― 3,213 0.0

中間(当期)純利益(△純損失) 33,436 1.5 △181,587 △19.2 △160,708 △4.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,165,514 1,165,514 1,165,514

Ⅱ 資本剰余金増加高

  １新株予約権行使 
   による新株の発行

― ― 883,530 883,530 ― ―

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

1,165,514 2,049,044 1,165,514

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △5,848,247 △6,008,955 △5,848,247

Ⅱ 利益剰余金増加高

１中間(当期)純利益 33,436 ― ―

２再評価差額金取崩額 ― 33,436 74,311 74,311 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高

１中間(当期)純損失 ― ― 181,587 181,587 160,708 160,708

Ⅲ 利益剰余金
中間期末(期末)残高

△5,814,810 △6,116,231 △6,008,955



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３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
  税金等調整前中間(当期) 
  純利益(△純損失)

34,745 △233,635 △157,494

  減価償却費 7,024 9,177 16,495

  無形固定資産償却額 405 524 925

  たな卸資産評価損 21,083 2,543 12,005

  たな卸資産廃棄損 63 7 570

  前期損益修正益 △69,646 ― △69,646

  退職給付引当金の増加額 
  （△減少額）

315 △6 380

  貸倒引当金の増加額 
  (△減少額)

△7,890 △115,457 47,363

  賞与引当金の増加額 
  (△減少額)

△377 △1,326 1,316

  新株発行費償却 61,468 ― 122,936

  固定資産除却損 170 723 118

  固定資産売却損 ― 61 ―

  売上債権の減少額(△増加額) 42,774 183,913 133,649

  営業貸付金の減少額 
  (△増加額)

53,000 △163,099 70,745

  たな卸資産の減少額 
  (△増加額)

△302,960 8,563 △313,528

  長期未収入金の減少額 
  (△増加額)

△34,997 34,997 △34,997

  長期前払費用の増加額 ― △3,971 ―

  差入保証金の減少額 36,430 75,075 37,630

  破産債権の減少額 7,890 159,460 23,634

  有価証券の減少額 ― ― 4,591

  その他流動資産の増加額 △17,183 △5,009 △14,943

  仕入債務の増加額(△減少額) 248,090 △115,728 224,890

  長期未払金の増加額 ― 243,689 ―

  その他流動負債の増加額 
  (△減少額)

9,133 △225,217 36,557

小計 89,539 △144,715 143,199

法人税等の支払額 △5,197 △8,460 △5,150

営業活動による 
キャッシュ・フロー

84,342 △153,176 138,048



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３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

有形固定資産の 
取得による支出

△632 △5,518 △1,814

無形固定資産の 
取得による支出

△2,830 ― △2,830

保証金による支出 ― △461,852 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△3,462 △467,371 △4,644

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

長期預り保証金の減少額 △13,785 △27,535 △41,320

定期預金による収入 ― 600 ―

定期預金による支出 ― △100 △600

新株発行費による支出 ― △3,236 ―

資本金の増加 ― 1,767,060 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△13,785 1,736,787 △41,920

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少額)

67,094 1,116,240 91,484

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

364,147 455,631 364,147

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 431,242 1,571,871 455,631



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 ㈲アイビー・エリアコン 

 サルティング 

 ㈲アイビー・マネージメ 

 ントサービス 

 ㈲あいびー・おたすけ隊

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 ㈱アイビー・エリアコン 

 サルティング 

 ㈱アイビー・マネージメ 

 ントサービス 

 ㈱あいびー・おたすけ隊

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 ㈲アイビー・エリアコン 

 サルティング 

 ㈲アイビー・マネージメ 

 ントサービス 

 ㈲あいびー・おたすけ隊

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法を適用しない関連会

社のうち主要な会社

 ㈱プロウイング

 ㈱ぱる出版

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、当

社が議決権の４０％を有

しておりますが実質的な

影響力を有しておりませ

んので持分法の適用から

除外しております。

持分法を適用しない関連会

社のうち主要な会社

 ㈱プロウイング

 ㈱ぱる出版

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、当

社の子会社が議決権の４

０％を有しておりますが

実質的な影響力を有して

おりませんので持分法の

適用から除外しておりま

す。

持分法を適用しない関連会

社のうち主要な会社

 ㈱プロウイング

 ㈱ぱる出版

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、当

社が議決権の４０％を有

しておりますが実質的な

影響力を有しておりませ

んので持分法の適用から

除外しております。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)に

関する事項

すべての連結子会社の中間

期の末日は、中間連結決算

日と一致しております。

同左 同左

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及

び評価方法

 ① 関連会社株式

  総平均法による原価法

によって評価しており

ます。

 ② その他有価証券

  時価のないもの

  総平均法による原価法

によって評価しており

ます。

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及

び評価方法

 ① 関連会社株式

同左

  

 ② その他有価証券

  時価のないもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及

び評価方法

 ① 関連会社株式

同左

  

 ② その他有価証券

  時価のないもの

同左

ロ. たな卸資産の評価基準

及び評価方法

 ① 商品

  移動平均法による原価

法により評価しており

ます。

 ② 製 品・材料・仕掛

品・貯蔵品

  先入先出法による低価

法により評価しており

ます。

ロ. たな卸資産の評価基準

及び評価方法

 ① 商品

同左

 ② 製 品・材料・仕掛

品・貯蔵品

同左

ロ. たな卸資産の評価基準

及び評価方法

 ① 商品

同左

 ② 製 品・材料・仕掛

品・貯蔵品

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 ③ 販売用不動産

  個別法による原価法に

より評価しておりま

す。

（追加情報）

当中間連結会計期間より、

不動産の購入販売を開始し

ております。これに伴い上

記のとおり会計方針を定

め、新たに「販売用不動

産」勘定を新設しておりま

すが、中間連結貸借対照表

上は「たな卸資産」に含め

て表示しております。

 ③ 販売用不動産  

同左 

 

 ③ 販売用不動産  

同左 

 

（追加情報）

当連結会計期間より、不動

産の購入販売を開始してお

ります。これに伴い上記の

とおり会計方針を定め、新

たに「販売用不動産」勘定

を新設しておりますが、連

結貸借対照表上は「たな卸

資産」に含めて表示してお

ります。

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)は

定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであ

ります。

建物 ８～31年

機械装置 ７～12年

  なお、取得価格１０万

円以上２０万円未満の

少額資産は３年で償却

しております。

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)は

定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであ

ります。

建物 ８～31年

車両運搬具 ５年

工具器具備品 ３～20年

  なお、取得価格１０万

円以上２０万円未満の

少額資産は３年で償却

しております。

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)は

定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであ

ります。

建物 ８～31年

機械装置 ７～12年

  なお、取得価格１０万

円以上２０万円未満の

少額資産は３年で償却

しております。

 ② 無形固定資産

  定額法

  ソフトウェア(自社利

用分)については、社

内における見込利用可

能期間(５年)に基づく

定額法を採用しており

ます。

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

 ① 新株発行費

  商法施行規則の規定す

る最長期間(３年)で均

等償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

 ① 新株発行費

  ――――――――

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

 ① 新株発行費

  商法施行規則の規定す

る最長期間(３年)で均

等償却しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(4) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

  売上債権の貸倒損失に

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検

討し、回収不能見込額

を計上しております。

 ② 賞与引当金

  従業員に対する賞与の

支払いに充てるため、

支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担

額を計上しておりま

す。

 ③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結

会計期間末における退

職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上し

ております。

(4) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

  従業員に対する賞与の

支払いに充てるため、

支給見込額のうち当連

結会計期間の負担額を

計上しております。

 ③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

期間末における退職給

付債務の見込額に基づ

き、当連結会計期間末

において発生している

と認められる額を計上

しております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

  ――――――――

(5) 重要なリース取引の処

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。

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

  ――――――――

５ その他中間連結財

務諸表(連結財務諸

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

６ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

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

月以内に償還期限が到来す

る短期投資からなっており

ます。

同左 同左



会計処理の変更 

 
  

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自平成16年４月１日 
 至平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成17年４月１日 
 至平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自平成16年４月１日 
 至平成17年３月31日)

  ――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間連結会計期間から「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 企業会計基準適用指針
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。

  ―――――――――――

前中間連結会計期間 
(自平成16年４月１日 
 至平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成17年４月１日 
 至平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自平成16年４月１日 
 至平成17年３月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以後に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当中間連結会計期間から「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」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）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

理費が7,345千円増加し、営業利

益及び税金等調整前中間利益が

同額減少するとともに、経常損

失が同額増加しております。  

  ――――――――――――
 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以降に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税分の損

益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）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

理費が14,692千円増加し、営業

損失及び税金等調整前当期純損

失が同額増加するとともに、経

常損失が同額増加しておりま

す。  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

項  目
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の

   減価償却累計額 48,516千円 65,556千円 57,935千円

※２ 担保資産

    建物

    土地

 

112,770千円

128,693

計 241,463千円
 

112,770千円

128,693

計 241,463千円
 

112,770千円

128,693

計 241,463千円

 上記の担保資産に対

する債務

 長期預り保証金

 
計 456,214千円

 
計 401,144千円

 
計 428,679千円

※３ 消費税等の取扱 

 い

仮払消費税及び仮受消費税

を相殺し流動資産「その

他」に含めて表示していま

す。

  ―――――――――   ―――――――――

※４ 授権株式 

 発行済株式総数
 

320,000,000 株

166,098,000 株
 

440,000,000 株

225,000,000 株
 

320,000,000 株

166,098,000 株

※５ 自己株式 当社が保有する自己株式は

15,126株であります。

当社が保有する自己株式は

15,876株であります。

当社が保有する自己株式は

15,126株であります。

 

※６ 関係会社項目

 

関係会社に対する資産及び

負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがありま

す。

流動 
資産

営業 
貸付金 9,800千円

 

     同左 

 

 

流動
資産

営業
貸付金 18,750千円

 

     同左 

 

 

流動
資産

営業 
貸付金 26,250千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 １ 減価償却実施額

   有形固定資産

   無形固定資産

7,024千円

405千円

9,177千円

524千円

16,481千円

925千円

※２ 販売費及び一般

   管理費の主なもの

   給与手当

   法定福利費

   地代家賃

   租税公課

   支払手数料
 

千円

43,690

6,730

12,616

12,610

28,481
 

千円

51,482

4,967

21,219

23,635

70,896
 

千円

70,042

8,077

31,366

29,422

50,780

※３ 前期損益修正益の内容

   たな卸資産廃棄損

          修正益

千円

69,646

 ―――――――――  ―――――――――

 

※４ 固定資産売却損の内容

   車両運搬具売却損

 ―――――――――

 

千円

61

 ―――――――――

 ※５ 固定資産除却損の内容
    建物
    建物付属設備
    工具器具備品

 ―――――――――

 

千円

175

338

209

 ―――――――――

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 431,242千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

―千円

現金及び現金同等物 431,242千円
 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,571,971千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△100千円

現金及び現金同等物 1,571,871千円

※現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 456,231千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△600千円

現金及び現金同等物 455,631千円



(リース取引関係) 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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（借主側）

(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

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)

工具・ 
器具・ 
備品

1,620 166 1,453

合計 1,620 166 1,453

 

――――――――

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 324 千円

１年超 1,215 千円

1,539 千円

      

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

 支払リース料       81千円

 減価償却費相当額    166千円

(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。

(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、利息法によっている。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

   1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

   2.その他有価証券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

   3.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
（注）その他有価証券の非上場株式には、関係会社株式39,750千円を含んでおります。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

   1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

   2.その他有価証券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

   3.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
（注）その他有価証券の非上場株式には、関係会社株式39,750千円を含んでおります。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

   1.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

   2.その他有価証券で時価のあるもの 

    該当はありません。 

   3.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
（注）その他有価証券の非上場株式には、関係会社株式39,750千円を含んでおります。 

前中間連結会計期間末（平成16年9月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

（1）満期保有目的の債券

   その他 ―

（2）その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 44,341

当中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

（1）満期保有目的の債券

   その他 ―

（2）その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 39,750

当連結会計年度末(平成17年３月31日)

連結貸借対照表計上額（千円）

（1）満期保有目的の債券

   その他 ―

（2）その他有価証券

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 39,750



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日現在) 

当社及び連結子会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。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社及び連結子会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。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

当社及び連結子会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。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
  

繊維事業 食品事業 不動産事業 その他事業 計
消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

267,879 1,009,611 935,633 29,902 2,243,025 ― 2,243,025

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 267,879  1,009,611 935,633 29,902 2,243,025 ― 2,243,025

営業費用 267,310 1,002,427 869,453 28,043 2,167,233 36,848 2,204,081

営業利益 569 7,184 66,180 1,859 75,792 (36,848) 38,944

繊維事業 食品事業 不動産事業 その他事業 計
消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

108,727 742,224 85,128 10,343 946,423 ― 946,423

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 108,727 742,224 85,128 10,343 946,423 ― 946,423

営業費用 103,884 722,453 65,556 21,784 913,679 147,417 1,061,096

営業利益（△営業損失） 4,842 19,770 19,571 △11,440 32,774 (147,417) △114,673

繊維事業 食品事業 不動産事業 その他事業 計
消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

457,112 1,989,155 1,021,375 25,872 3,493,514 ― 3,493,514

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 457,112 1,989,155 1,021,375 25,872 3,493,514 ― 3,493,514

営業費用 466,832 1,972,082 940,183 24,775 3,403,872 131,311 3,535,183

営業利益（△営業損失） △9,720 17,073 81,192 1,097 89,642 (131,311) △41,671



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失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 

   
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 7円55銭 14円75銭 6円38銭

１株当たり中間(当期)純利益
(△純損失)

0円20銭 △1円00銭 △0円96銭

なお、潜在株式調整後1株
当たり中間純利益につい
ては、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在し
ないため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後1株
当たり中間純利益につい
ては、１株当たり中間純
損失であるため記載して
おりません。 

なお、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益につい
ては、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在し
ないため記載しておりま
せん。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

1株当たり中間(当期） 
純利益(△純損失)（円）

0円20銭 △1円00銭 △0円96銭

中間(当期)純利益 
(△純損失)(千円)

33,436 △181,587 △160,708

普通株主に帰属しない金額(千
円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(△純損失)(千円）

33,436 △181,587 △160,708

普通株式の期中平均株式数
（千株）

166,082 180,398 166,098

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

新株予約権1種類（新株
予約権の数153,902個） 
これらの詳細は、「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。

新株予約権2種類（新株
予約権の数98,050個)こ
れらの詳細は提出会社
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
予約権の数153,902個)
これらの詳細は提出会
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) 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）   

当社100％出資の有限会社３社、㈲アイビー・エリアコンサルティング（資本金３百万円、不動産関

連事業）、㈲アイビー・マネージメントサービス（資本金３百万円、金融関連事業）、㈲あいびー・お

たすけ隊（資本金３百万円、人材派遣及び代行サービス事業）を平成16年６月７日に設立致しました。

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

新株の発行及び子会社株式の取得 

１．ロドールリソース社の子会社化と公開買付けによる新株の発行 

(1)子会社化の理由 

優良探鉱鉱区を所有するロドールリソース社(以下「ロドール社」)の公開買付けを実施し、米国ル

イジアナ州においてキャッシュフローのある生産案件(下記ダーシー社参照)と生産段階まで至ってい

ない経費が先行する探鉱案件の組み合わせによる、バランスの取れた石油・ガス事業資産ポートフォ

リオの形成、および世界最大の石油・ガス市場たる米国における安定した事業推進を企図して、探鉱

案件であるロドール社を12月15日に子会社化しました。 

  

(2)子会社化の方法 

本公開買付け方法は、本公開買付け期間に応募があったロドール社株主に対し、アイビーダイワの

新株発行を行うもので、その比率はロドール社10株の現物出資につき、アイビーダイワの新株1.599

株を発行するというものです。さらに１単元(1,000株)未満分については、現金で買取ります。 

  

(3)取得するロドール社株式の数、取得価額及び取得後の持分比率等 

 
  

(4)新株の発行 

本公開買付けを受諾したロドール社株主に対し、上記(2)の方法において、当社株式を発行しま

す。 

 
  

取得する株式の数 659,475,402 株

端株分取得金額 26 百万 1株につき、18ペンス(35.9784円)

※但し、為替レートは平成17年６月28日の
 仲値ポンド＝199.88円を適用する。

取得後の持分比率 99.0 ％

発行する株式数 105,335,000 株

発行価額の総額 23,700,375,000 円

資本金増加額 11,902,855,000 円



２．米国における子会社の設立及びダーシー社の子会社化 

(1)子会社設立の理由 

生産案件(キャッシュフローがある)と探鉱案件(生産段階まで至っておらず経費が先行する)の組み

合わせによる、バランスの取れた石油・ガス事業資産ポートフォリオを形成するため、米国ルイジア

ナ州において既にキャッシュフローを生み出すガス生産鉱区を有しているダーシーエナジー社(DARCY 

ENERGY Ltd.)を買収、12月８日に子会社化することとしました。 

  

(2)子会社化の方法 

当社は、ダーシー・エナジー・リミテッド社(以下「ダーシー社」)買収に関する合併計画契約書を

調印し、合併計画契約書に基づきダーシー社の株式を取得する目的で米国に子会社３社の設立を承認

いたしました。これらの子会社設立により、新たに発生する当社の事業リスクを軽減することが可能

となります。この子会社３社の設立は、米国デラウェア州に当社の100％子会社ダーシー・エナジ

ー・ホールディングス・インク(Darcy Energy Holdings,Inc.)を設立し、同社の100％子会社として

米国デラウェア州にダーシー・エナジー・ホールディングス・エルエルシー(Darcy  Energy 

Holdings,LLC)を、更にその100％子会社として米国ルイジアナ州にアイビーディー・デル・マージャ

ー・シーオー・インク(IBD-DEL Merger Co,Inc.)を設立するものです。なお、アイビーディー・デ

ル・マージャー・シーオー・インクは12月８日にダーシー社と合併し、ダーシー社が存続会社として

当社のひ孫会社となりました。 

  

(3)取得するダーシー社株式の数、取得価額及び取得後の持分比率等 

 
  

(4)取得金額と当面のダーシー社運転資金 

61.5百万米ドル。当社は既にダーシー社の買収に関する合併計画契約書を調印しておりますが、こ

の契約に基づき、取得金額57.5百万米ドルが支払われます。当面のダーシー社運転資金と子会社化に

要した諸費用として、4百万米ドルを想定しております。 

 取得資金等の調達については、当社の自己資金12百万米ドル、当社によるテック・パシフィックの

100％子会社であるコニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッド(Coniston 

International Capital Limited)からの借入金9.5百万米ドル、及びアイビーディー・デル・マージ

ャー・シーオー・インクによるドイツ系銀行のバイエリッシェ・ヒポ・フェラインスバンク・アーゲ

ー(Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG)からの借入金40百万米ドル(当社による債務保証あり)によ

り手当てします。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当社100％出資の有限会社３社、㈲アイビー・エリアコンサルティング（資本金３百万円、不動産関

連事業）、㈲アイビー・マネージメントサービス（資本金３百万円、金融関連事業）、㈲あいびー・お

たすけ隊（資本金３百万円、人材派遣及び代行サービス事業）を平成16年６月７日に設立いたしまし

た。   

  

(2) 【その他】 

取得株式数 100 株

取得価額 57.5 百万米ドル

取得後の持分比率 100 ％



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16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３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 78,571 1,301,719 102,025

２ 受取手形 31,248 19,270 21,173

３ 売掛金 627,937 360,653 543,767

４ 営業貸付金 113,700 52,189 55,955

５ 未収入金 2,216 175,384 5,086

６ 不動産商品 325,111 ― 312,337

７ 商品 122 ― ―

８ 製品 31,068 76,299 46,708

９ 仕掛品 11,431 9,048 27,872

10 貯蔵品 2,585 2,496 2,540

11 前払費用 1,339 2,105 934

12 修繕積立金 192 ― 253

13 短期貸付金 347,322 424,476 406,039

14 その他流動資産 ※3 23,123 15,207 20,376

流動資産合計 1,595,971 68.1 2,438,851 81.4 1,545,070 72.0

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産 ※1,2

  建物 142,222 6,608 142,222

  土地 128,693 ― 128,693

  その他 58,115 7,274 49,983

有形固定資産合計 329,031 13,883 320,899



 

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３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
(％)

(2) 無形固定資産 7,518 3,137 6,999

(3) 投資その他の資産

１ 投資有価証券 4,591 0 0

２ 関係会社株式 39,750 33,108 39,750

３ 出資金 140 80 80

４ 関係会社出資金 9,000 ― 9,000

５ 破産債権・更生 
  債権等

653,869 543 638,124

６ 差入保証金 146,368 507,411 145,168

７ 長期未収入金 34,997 ― 34,997

８ 長期前払費用 ― 1,275 ―

  貸倒引当金 △538,869 △543 △594,122

投資その他の資産 
合計

349,847 541,875 272,998

固定資産合計 686,396 29.3 558,896 18.6 600,897 28.0

Ⅲ 繰延資産

  新株発行費 61,468 ― ―

繰延資産合計 61,468 2.6 ― ― ― ―

資産合計 2,343,836 100.0 2,997,748 100.0 2,145,967 100.0

 



 
  

  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３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 買掛金 236,383 124,660 236,947

２ 未払金 281,689 133,324 251,689

３ 未払費用 10,031 19,269 16,048

４ 前受金 10,130 ― 8,382

５ 仮受金 ― ― 6,000

６ 預り金 2,018 3,162 17,674

７ 未払消費税 ― 2,632 1,589

８ 未払法人税等 9,045 10,056 16,748

９ 賞与引当金 1,485 1,853 3,179

流動負債合計 550,783 23.5 294,959 9.8 558,258 26.0

Ⅱ 固定負債

１ 長期預り保証金 ※2 456,214 ― 428,679

２ 長期預り金 20,000 ― 20,000

３ 退職給付引当金 5,650 5,709 5,715

４ 繰延税金負債 53,922 ― 53,922

固定負債合計 535,787 22.9 5,709 0.2 508,317 23.7

負債合計 1,086,570 46.4 300,668 10.0 1,066,576 49.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,830,514 248.8 6,714,044 224.0 5,830,514 274.0

Ⅱ 資本剰余金

  資本準備金 1,165,514 2,049,044 1,165,514

資本剰余金合計 1,165,514 49.7 2,049,044 68.3 1,165,514 54.3

Ⅲ 利益剰余金

 中間(当期)未処分 
 利益（△未処理損失）

△5,812,067 △6,065,002 △5,989,941

利益剰余金合計 △5,812,067 △248.0 △6,065,002 △202.3 △5,989,941 △279.1

Ⅳ 土地再評価差額金 74,311 3.2 ― ― 74,311

Ⅴ 自己株式 △1,006 △0.0 △1,006 △0.0 △1,006 △0.0

資本合計 1,257,265 53.6 2,697,079 90.0 1,079,391 50.2

負債資本合計 2,343,836 100.0 2,997,748 100.0 2,145,967 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３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 2,241,434 100.0 1,188,438 100.0 3,487,700 100.0

Ⅱ 売上原価 2,064,569 92.1 1,131,111 95.2 3,245,328 93.1

売上総利益 176,864 7.9 57,326 4.8 242,372 6.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 135,122 6.0 168,268 14.1 265,144 7.6

営業利益 
(△営業損失)

41,742 1.9 △110,941 △9.3 △22,772 △0.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 996 0.0 436 0.0 2,108 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 61,468 2.7 ― 122,936 3.5

経常利益 
(△経常損失)

△18,729 △0.8 △110,505 △9.3 △143,601 △4.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 77,536 3.5 ― 93,606 2.7

Ⅵ 特別損失 ※4,6 21,318 1.0 91,019 7.6 88,661 2.5

税引前中間(当期) 
純利益(△純損失)

37,488 1.7 △201,525 △16.9 △138,656 △4.0

法人税、住民税 
及び事業税

1,308 1,768 3,038

法人税等調整額 ― 1,308 0.1 △53,922 △52,153 △4.4 ― 3,038 0.1

中間(当期)純利益 
(△純損失)

36,179 1.6 △149,371 △12.5 △141,694 △4.1

前期繰越利益 △5,848,247 △5,989,941 △5,848,247

再評価差額金取崩額 ― 74,311 ―

中間(当期)未処分 
利益(△未処理損失)

△5,812,067 △6,065,002 △5,989,941



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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

  総平均法による原価法

 ②その他有価証券

  時価のないもの

  総平均法による原価法

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

同左

 ②その他有価証券

同左

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

同左

 ②その他有価証券

同左

(2) たな卸資産

 ①商品

  移動平均法による原価

法により評価しており

ます。

(2) たな卸資産

 ①商品

同左

(2) たな卸資産

 ①商品

同左

 ②製品 材料 仕掛品 

 ③貯蔵品

  先入先出法による低価

法により評価しており

ます。

 ④販売用不動産

  個別法により評価して

おります。

(追加情報）

当中間会計期間より、

不動産の購入販売を開

始しております。これ

に伴い上記のとおり会

計方針を定め、新たに

「販売用不動産」勘定

を新設しております

が、中間貸借対照表上

は「たな卸資産」に含

めて表示しておりま

す。

 ②製品 材料 仕掛品 

 ③貯蔵品

同左

 ④販売用不動産

  個別法により評価して

おります。

 ②製品 材料 仕掛品 

 ③貯蔵品

同左

 ④販売用不動産

  ―――――――――

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法によっ

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

 定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法によっ

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

 定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)に

ついては定額法によっ

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 ８～31年

機械装置 ７～12年

 

建物 ８～31年

車両運搬具 ５年

工具器具備品 ３～20年
 

建物 ８～31年

機械装置 ７～12年



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

(2) 無形固定資産

 定額法

  ただし、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における見込

利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産

 定額法

同左

(2) 無形固定資産

 定額法

     同左

(3) 長期前払費用

  期間(５年)に応じた経

過月数で償却しており

ます。

(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

新株発行費

商法施行規則に規定す

る最長期間(３年)で均

等償却しております。

新株発行費

―――――――――

新株発行費

商法施行規則に規定す

る最長期間(３年)で均

等償却しております。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
売上債権の貸倒損失に備
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) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支
払いに充てるため、支給
見込額のうち当中間期の
負担額を計上しておりま
す。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支
払いに充てるため、支給
見込額のうち当中間会計
期間の負担額を計上して
おります。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支
払いに充てるため、支給
見込額のうち当期の負担
額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、事業年度末にお
ける退職給付債務の見込
額に基づき、当中間会計
期間末において発生して
いると認められる額を計
上しております。

(3) 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及び
年金資産の見込み額に基
づき計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え
るため、当期末における
退職給付債務及び年金資
産の見込み額に基づき計
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。

――――――――

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方
法
税抜方式によっておりま
す。

(1) 消費税等の会計処理方
法

同左

(1) 消費税等の会計処理方
法

同左



会計処理の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前中間会計期間 
(自平成16年４月１日 
 至平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自平成17年４月１日 
 至平成17年９月30日)

前事業年度 
(自平成16年４月１日 
 至平成17年３月31日)

  ――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間会計期間から「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 企業会計基準適用指針第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。

  ―――――――――――

前中間会計期間 
(自平成16年４月１日 
 至平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自平成17年４月１日 
 至平成17年９月30日)

前事業年度 
(自平成16年４月１日 
 至平成17年３月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以後に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当中間会計期間から「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」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）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、販売管理費及び一

般管理費が7,345千円増加し、営

業利益及び税金等調整前中間利

益が同額減少するとともに、経

常損失が同額増加しておりま

す。  

  ――――――――――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以降に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税分の損

益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号）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

理費が14,692千円増加し、営業

損失及び税金等調整前当期純損

失が同額増加するとともに、経

常損失が同額増加しておりま

す。  



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16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 48,419千円 27,877千円 16,330千円

※２ 担保資産

   担保差入資産

    建物

    土地

112,770千円

128,693

計 241,463

―千円

―

計 ―

112,770千円

128,693

計 241,463

   上記の担保資産

に対する債務

    短期借入金

    (一年以内返

済長期借入金

含む)

    長期借入金

    長期預り

     保証金

 

 

 

―千円

―

456,214

計 456,214

 

 

 

―千円

―

―

計 ―

 

 

 

―千円

―

428,679

計 428,679

※３ 消費税等の取り

扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等を相殺して、流動資産の

「その他」に含めて表示して

おります。

――――― ―――――



次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１営業外収益の

     主要項目

   受取利息

   受取配当金

   受取手数料

   雑収入

0千円

113

60

822

0千円

50

―

384

0千円

750

60

1,296

※２営業外費用の

     主要項目

   支払利息

   新株発行費償却額

   雑損失

―千円

61,468

―

―千円

―

―

―千円

122,936

―

※３特別利益の

     主要項目

   貸倒引当金戻入額

   たな卸資産廃棄損

        修正益

7,890千円

69,646

―千円

―

23,960千円

69,646

※４特別損失の主要項目

   固定資産売却損

   固定資産除却損

   貸倒引当金繰入額

   貸倒損失

   損害賠償金

   投資有価証券評価損

   たな卸資産廃棄損

   たな卸資産評価損
 

―千円

170

―

―

―

―

63

21,083
 

61千円

―

76,630

8,000

3,776

―

7

2,543
 

―千円

170

71,323

―

―

4,591

570

12,005

 ５減価償却実施額

   有形固定資産

   無形固定資産

6,936千円

405

4,129千円

420

16,330千円

925

※６固定資産売却損の 

      内容

   車両運搬具 ―千円 61千円 ―千円



(リース取引関係) 

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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（借主側）

(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

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)

工具・ 
器具・ 
備品

1,620 166 1,453

合計 1,620 166 1,453

 

――――――――

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 324 千円

１年超 1,215 千円

1,539 千円

      

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

 支払リース料       81千円

 減価償却費相当額    166千円

(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。

(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、利息法によっている。



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

  



次へ 

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期）純損失の算定上の基礎 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 7円57銭 11円98銭 6円49銭

１株当たり中間(当期) 
純利益（△純損失）

21銭 △0円82銭 △0円85銭

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、新株予約権付社債等潜

在株式がありますが、希薄

化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載し

ておりません。

なお、潜在株式調整後1株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

であるため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間(当期) 

純利益(△純損失）金額(円)
0円21銭 △0円82銭 △0円85銭

中間(当期)純利益 

（△純損失）(千円)
36,179 △149,371 △141,694

普通株主に帰属しない金額 

(千円)
― ―

普通株式に係る中間(当期) 

純利益(△純損失)(千円)
36,179 △149,371 △141,694

普通株式の期中平均株式数 

(千株)
166,082 180,398 166,098

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

新株予約権1種類（新株

予約権の数153,902個）

これらの詳細は、「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。

新株予約権2種類(新株

予約権の数98,050個)こ

れらの詳細は提出会社

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

予約権の数153,902個)

これらの詳細は、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) 

前中間会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 

当社100％出資の有限会社3社、(有)アイビー・エリアコンサルティング（資本金3百万円、不動産

関連事業）、(有）アイビ－・マネージメントサービス（資本金3百万円、金融関連事業)、（有）あ

いびー・おたすけ隊（資本金3百万円、人材派遣及び代行サービス事業）を平成16年6月7日に設立致

しました。 

  

当中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

新株の発行及び子会社株式の取得 

１．ロドールリソース社の子会社化と公開買付けによる新株の発行 

(1)子会社化の理由 

優良探鉱鉱区を所有するロドールリソース社(以下「ロドール社」)の公開買付けを実施し、米国ル

イジアナ州においてキャッシュフローのある生産案件(下記ダーシー社参照)と生産段階まで至ってい

ない経費が先行する探鉱案件の組み合わせによる、バランスの取れた石油・ガス事業資産ポートフォ

リオの形成、および世界最大の石油・ガス市場たる米国における安定した事業推進を企図して、探鉱

案件であるロドール社を12月15日に子会社化しました。 

  

(2)子会社化の方法 

本公開買付け方法は、本公開買付け期間に応募があったロドール社株主に対し、アイビーダイワの

新株発行を行うもので、その比率はロドール社10株の現物出資につき、アイビーダイワの新株1.599

株を発行するというものです。さらに１単元(1,000株)未満分については、現金で買取ります。 

  

(3)取得するロドール社株式の数、取得価額及び取得後の持分比率等 

 
  

(4)新株の発行 

本公開買付けを受諾したロドール社株主に対し、上記(2)の方法において、当社株式を発行しま

す。 

 
  

取得する株式の数 659,475,402 株

端株分取得金額 26 百万 1株につき、18ペンス(35.9784円)

※但し、為替レートは平成17年６月28日の
 仲値ポンド＝199.88円を適用する。

取得後の持分比率 99.0 ％

発行する株式数 105,335,000 株

発行価額の総額 23,700,375,000 円

資本金増加額 11,902,855,000 円



２．米国における子会社の設立及びダーシー社の子会社化 

(1)子会社設立の理由 

生産案件(キャッシュフローがある)と探鉱案件(生産段階まで至っておらず経費が先行する)の組み

合わせによる、バランスの取れた石油・ガス事業資産ポートフォリオを形成するため、米国ルイジア

ナ州において既にキャッシュフローを生み出すガス生産鉱区を有しているダーシーエナジー社(DARCY 

ENERGY Ltd.)を買収、12月８日に子会社化することとしました。 

  

(2)子会社化の方法 

当社は、ダーシー・エナジー・リミテッド社(以下「ダーシー社」)買収に関する合併計画契約書を

調印し、合併計画契約書に基づきダーシー社の株式を取得する目的で米国に子会社３社の設立を承認

いたしました。これらの子会社設立により、新たに発生する当社の事業リスクを軽減することが可能

となります。この子会社３社の設立は、米国デラウェア州に当社の100％子会社ダーシー・エナジ

ー・ホールディングス・インク(Darcy Energy Holdings,Inc.)を設立し、同社の100％子会社として

米国デラウェア州にダーシー・エナジー・ホールディングス・エルエルシー(Darcy  Energy 

Holdings,LLC)を、更にその100％子会社として米国ルイジアナ州にアイビーディー・デル・マージャ

ー・シーオー・インク(IBD-DEL Merger Co,Inc.)を設立するものです。なお、アイビーディー・デ

ル・マージャー・シーオー・インクは12月８日にダーシー社と合併し、ダーシー社が存続会社として

当社のひ孫会社となりました。 

  

(3)取得するダーシー社株式の数、取得価額及び取得後の持分比率等 

 
  

(4)取得金額と当面のダーシー社運転資金 

61.5百万米ドル。当社は既にダーシー社の買収に関する合併計画契約書を調印しておりますが、こ

の契約に基づき、取得金額57.5百万米ドルが支払われます。当面のダーシー社運転資金と子会社化に

要した諸費用として、4百万米ドルを想定しております。 

 取得資金等の調達については、当社の自己資金12百万米ドル、当社によるテック・パシフィックの

100％子会社であるコニストン・インターナショナル・キャピタル・リミテッド(Coniston 

International Capital Limited)からの借入金9.5百万米ドル、及びアイビーディー・デル・マージ

ャー・シーオー・インクによるドイツ系銀行のバイエリッシェ・ヒポ・フェラインスバンク・アーゲ

ー(Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG)からの借入金40百万米ドル(当社による債務保証あり)によ

り手当てします。 

  

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

当社100％出資の有限会社3社、(有)アイビー・エリアコンサルティング（資本金3百万円、不動産

関連事業）、(有）アイビ－・マネージメントサービス（資本金3百万円、金融関連事業)、（有）あ

いびー・おたすけ隊（資本金3百万円、人材派遣及び代行サービス事業）を平成16年6月7日に設立い

たしました。 

  

(2) 【その他】 

取得株式数 100 株

取得価額 57.5 百万米ドル

取得後の持分比率 100 ％



前へ 

 該当事項はありません。 



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。 

  

 
  

  

(１) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第60期)

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

平成17年６月28日 
関東財務局長に提出。

(２) 有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第60期)

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

平成17年10月26日 
関東財務局長に提出。

(３) 有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第60期)

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

平成17年12月16日 
関東財務局長に提出。

(４) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第９号(代表
取締役の異動)の規定に基づく
もの

平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。

(５) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第９号(代表
取締役の異動)の規定に基づく
もの

平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。

(６) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第４号(主要
株主の異動)の規定に基づくも
の

平成17年８月25日 
関東財務局長に提出。

(７) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第９号（代表
取締役の異動）の規定に基づく
もの

平成17年９月２日 
関東財務局長に提出。

(８) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第２号の２
（募集に該当しないこととなる
新株予約権証券の取得の申込み
の勧誘）の規定に基づくもの

平成17年９月20日 
関東財務局長に提出。

(９) 訂正報告書 事業年度 
(第61期)

上記臨時報告書の訂正報告書 平成17年９月26日 
関東財務局長に提出。

(10) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第３号（特定
子会社の異動）の規定に基づく
もの

平成17年11月22日 
関東財務局長に提出。

(11) 臨時報告書 事業年度 
(第61期)

企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第３号（特定
子会社の異動）及び第４号（主
要株主の異動）の規定に基づく
もの

平成17年12月16日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成16年12月21日

株式会社アイビーダイワ 

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

ている株式会社アイビーダイワの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結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連

結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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アイビーダイワ及び連結子会社の平成16年９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連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９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 

重要な訴訟事件に記載のとおり、損害賠償事件が係属中であります。 

  

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 

  

 

ア ス カ 監 査 法 人

指 定 社 員
公認会計士 田中 大丸

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 法木 右近 

業務執行社員

※ 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17年12月20日

株式会社アイビーダイワ 

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

ている株式会社アイビーダイワの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結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連

結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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社アイビーダイワ及び連結子会社の平成17年９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連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９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。 

  

追加情報 

 重要な後発事象の注記に、新株の発行及び子会社株式の取得についての記載がある。 

  

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 

  

 

監 査 法 人 エイ・アイ・シー

代 表 社 員
公認会計士 木 間 久 幸

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 久 保 田 等

※ 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16年12月21日

株式会社アイビーダイワ 

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

ている株式会社アイビーダイワの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第60期事業年度の中間会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中

間損益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、株式会社アイビーダイワの平成16年９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16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績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 

重要な訴訟事件に記載のとおり、損害賠償事件が係属中であります。 

  

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 

  

ア ス カ 監 査 法 人

指 定 社 員
公認会計士 田中 大丸

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 法木 右近

業務執行社員

※ 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17年12月20日

株式会社アイビーダイワ 

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

ている株式会社アイビーダイワの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第61期事業年度の中間会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中

間損益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、株式会社アイビーダイワの平成17年９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４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

追加情報 

 重要な後発事象の注記に、新株の発行及び子会社株式の取得についての記載がある。 

  

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 

  

 
  

監 査 法 人 エイ・アイ・シー

指 定 社 員
公認会計士 木 間 久 幸

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 久 保 田 等

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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