
 
平成18年2月15日

 

   

 

 

 

 
  

1. 17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 

 

 
  

 

 

 
  
(2) 配当状況 

 

 
  
(3) 財政状態                (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

 
  

2. 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） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 22円24銭 
 (注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える確定要

因に関しての仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異
なる場合があります。 

平成17年12月期 個別財務諸表の概要

上場会社名 株式会社アマナ 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 2402 本社所在都道府県 東京都

(URL http://amana.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 進藤 博信

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部門担当 氏名 藤井 正敏

TEL (03)3740－4011  

決算取締役会開催日 平成18年2月15日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年3月27日 定時株主総会開催日 平成18年3月25日

単元株制度採用の有無 有(１単元100株)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切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 ％

17年12月期 7,423 (16.7) 261 (△18.8) 391 (12.1)

16年12月期 6,361 (19.2) 322 (34.9) 349 (31.5)

当期純利益
１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

株主資本 
当期純利益率

総資本 
経常利益率

売上高 
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 2,568 745.5485 46 480 33 62.0 4.7 5.3

16年12月期 303 2,051.664 34 63 18 14.5 5.9 5.5

(注) ① 期中平均株式数 17年12月期 5,354,484株 16年12月期 4,721,926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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率

１株当たり年間配当金 配当金総額 
（年間）

配当性向
株主資本 
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 24 00 - - 24 00 129 5.0 2.4
16年12月期 12 00 - - 12 00 63 18.7 2.2

(注) 17年12月期期末配当金の内訳  普通配当金 12円00銭  特別配当金 12円00銭

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 10,119 5,425 53.6 1,004 48

16年12月期 6,507 2,856 43.9 539 45

(注) ① 期末発行済株式数 17年12月期 5,405,000株 16年12月期 5,300,000株

② 期末自己株式数 17年12月期 4,069株 16年12月期 4,069株

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 3,954 129 52 0 00 ― ― ― ―

通期 8,214 250 120 ― ― 12 00 12 00
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3. 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

  

 
  

前事業年度 

(平成16年12月31日現在)

当事業年度 

(平成17年12月31日現在)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,620,352 3,041,596
1,421,244

 ２ 受取手形 ※4 313,461 440,404
126,942

 ３ 売掛金 ※1,2 1,812,819 2,049,127
236,307

 ４ 商品 2,172 2,229
56

 ５ 仕掛品 58,478 45,500
△12,977

 ６ 貯蔵品 8,518 6,914
△1,603

 ７ 前払費用 67,742 90,408
22,666

 ８ 繰延税金資産 16,446 132,436
115,990

 ９ 未収入金 ※１ 25,215 21,188
△4,027

  10 未収消費税 ― 40,615
40,615

 11 その他 ※１ 68,838 335,347
266,509

   貸倒引当金 △8,003 △11,335
△3,332

   流動資産合計 3,986,04361.3 6,194,43661.32,208,392

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 640,822 1,409,649

    減価償却累計額 371,559269,262 356,2181,053,431 △268,209

  (2) 工具器具及び備品 158,863 324,259

    減価償却累計額 107,43851,425 97,970226,289 174,864

  (3) 土地 34,791 ― △34,791

  (4)建設仮勘定 719 14,318 13,598

   有形固定資産合計 356,1985.5 1,294,03912.8 937,840

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 19,691 11,911 △7,779

  (2) 商標権 1,638 2,717 1,078

  (3) ソフトウエア 29,247 116,851 87,604

  (4)ソフトウエア仮勘定 123,882 28,627 △95,255

  (5) ウェブコンテンツ 53,655 57,424 3,769

  (6) 電話加入権 7,496 5,610 △1,886

   無形固定資産合計 235,6113.6 223,1422.2 △12,468
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前事業年度 

(平成16年12月31日現在)

当事業年度 

(平成17年12月31日現在)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 15,863 14,863 23,500

  (2) 関係会社株式 1,428,804 1,585,122 131,817

  (3) 出資金 1,250 750 △500

  (4) 長期貸付金 32,594 15,446 △17,147

  (5) 従業員長期貸付金 107 ― △107

  (6) 関係会社長期 

    貸付金
249,819 397,000 147,180

  (7) 長期前払費用 100,562 50,726 △49,836

  (8) 繰延税金資産 155,047 667 △154,380

    (9) 差入保証金 318,060 325,144 7,084

  (10) 保険積立金 21,518 18,921 △2,597

    貸倒引当金 △565 △907 △342

    投資損失引当金 △404,073 ― 404,073

   投資その他の 

   資産合計
1,918,99029.5 2,407,73523.8 488,744

   固定資産合計 2,510,79938.6 3,924,91738.71,414,117

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 10,966 ― △10,966

   繰延資産合計 10,966 0.1 ― ― △10,966

   資産合計 6,507,809100.0 10,119,353100.03,611,543
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前事業年度 

(平成16年12月31日現在)

当事業年度 

(平成17年12月31日現在)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 29,610 ― △29,610

 ２ 買掛金 ※１ 679,517 776,219 96,701

 ３ 短期借入金 ― 180,000 180,000

 ４ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
※２ 752,202 452,600 △299,602

 ５ 一年以内償還予定の 

   社債
190,000 180,000 △10,000

 ６ 未払金 228,015 553,262 325,247

 ７ 未払費用 45,416 41,390 △4,026

 ８ 未払法人税等 114,182 1,595,564 1,481,382

 ９ 未払消費税等 48,877 ― △48,877

 10 前受金 23,784 11,718 △12,066

 11 預り金 49,693 47,285 △2,408

 12 前受収益 1,979 71 △1,908

 13 その他 14,122 15,833 1,711

   流動負債合計 2,177,40233.5 3,853,94538.11,676,543

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 420,000 240,000 △180,000

 ２ 長期借入金 ※２ 1,048,400 595,800 △452,600

 ３ その他 5,100 4,500 △600

   固定負債合計 1,473,50022.6 840,3008.3△633,200

   負債合計 3,650,90256.1 4,694,24546.41,043,343

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※５ 1,064,74616.4 1,096,24610.8 31,500

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,302,468 1,334,064

   資本剰余金合計 1,302,46820.0 1,334,06413.2 31,596

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 13,053 13,053 ―

 ２ 任意積立金

    別途積立金 162,573 402,573 240,000

 ３ 当期未処分利益 334,267 2,599,371 2,265,103

   利益剰余金合計 509,8947.8 3,014,99829.82,505,103

Ⅳ 自己株式 ※６ △20,201△0.3 △20,201△0.2 ―

   資本合計 2,856,90743.9 5,425,10753.62,568,199

   負債・資本合計 6,507,809100.0 10,119,353100.03,611,543
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② 損益計算書 

  

 

前事業年度

(自 平成16年１月１日

至 平成16年12月31日)

当事業年度

(自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １ 制作事業収入 5,035,339 5,548,377

 ２ 写真利用料収入 1,325,6976,361,037100.01,875,0477,423,425100.01,062,388

Ⅱ 売上原価

 １ 制作事業原価 2,854,453 3,238,066

 ２ 写真利用料原価 661,8223,516,27555.31,065,2364,303,30258.0 787,027

   売上総利益 2,844,76144.7 3,120,12242.0 275,360

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 109,677 102,024

 ２ 給料手当 985,056 1,140,399

 ３ 賞与 253,730 235,735

 ４ 法定福利費 126,134 150,581

 ５ 販売促進費 85,213 36,985

 ６ 業務委託費 141,237 198,460

 ７ 減価償却費 47,636 89,130

 ８ 賃借料 180,956 189,814

 ９ リース料 154,028 186,887

 10 貸倒引当金繰入額 4,013 3,674

 11 その他 435,0602,522,74439.6 524,8412,858,53538.5 335,790

   営業利益 322,0175.1 261,5873.5 △60,430

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7,030 10,052

 ２ 受取配当金 760 760

 ３ 為替差益 7,463 6,827

 ４ 業務受託料収入 ※１ 66,287 123,576

 ５ 受取賃貸料収入 ※１ 56,673 61,803

 ７ 雑収入 17,443155,6582.4 10,631213,6512.9 57,992

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 79,674 52,639

 ２ 社債利息 11,185 8,092

 ３ 社債発行費償却 10,966 10,966

 ４ 新株発行費 5,921 549

 ５ 公開費用 9,745 ―

 ６ 雑支出 11,005128,4982.0 11,42683,675 1.1 △44,823

   経常利益 349,1775.5 391,5635.3 42,385
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前事業年度

(自 平成16年１月１日

至 平成16年12月31日)

当事業年度

(自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 3,077 ―

 ２ 投資有価証券売却益 19,460 46

 ３ 関係会社株式売却益 ― 3,542,891

 ４ 投資損失引当金戻入益 ― 404,073

 ５ 役員保険解約益 ― 6,048

 ６ その他の特別利益 ― 22,537 0.4 29,3243,982,38453.63,959,846

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 82 48,972

 ２ 固定資産除却損 ※４ 6,127 14,168

 ３ 事務所移転費用 2,342 6,524

 ４ リース解約損 ― 19,329

 ５ 役員保険解約損 3,755 ―

 ６ その他の特別損失 ― 12,308 0.2 18,908107,9021.5 95,593

   税引前当期純利益 359,4065.7 4,266,04557.53,906,638

   法人税、住民税 

   及び事業税
164,000 1,659,000

   法人税等調整額 △108,40155,598 0.9 38,3891,697,38922.91,641,790

   当期純利益 303,8074.8 2,568,65534.62,264,847

   前期繰越利益 30,459 30,715 0.4 256

   当期未処分利益 334,267 2,599,37135.02,265,103
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③ 利益処分計算書(案) 

  

 
  

前事業年度 
(平成16年12月期)

当事業年度 
(平成17年12月期)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 334,267 2,599,3712,265,103

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 63,551 129,622

 ２ 任意積立金

 （1）別途積立金 240,000303,5512,400,0002,529,6222,226,071

Ⅲ 次期繰越利益 30,715 69,74839,032
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重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

― 

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３ 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

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

個別法による原価法

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 貯蔵品

同左

４ 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

取得の建物(建物附属設備を除く)

は定額法

 なお主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物  ３年～50年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

営業権

５年均等償却

(2) 無形固定資産

営業権

同左

ソフトウエア 

 自社利用目的のソフトウエアに

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

ソフトウエア

同左

ウェブコンテンツ 

定額法(３年)

ウェブコンテンツ

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

 なお、カタログについては、３

年間の均等償却

(3) 長期前払費用

同左

５ 繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 (1)新株発行費 

支出時全額費用処理 同左

(2)社債発行費

３年均等償却

(2)社債発行費

同左
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項目
前事業年度

(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

６ 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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

 子会社等に対する投資により発生

すると見込まれる損失に備えるた

め、子会社等の財政状態等を勘案し

て損失見込み額を計上しておりま

す。

(2) 投資損失引当金

――

７ 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

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 金利スワップについて、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。

(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…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップの特例処理の要件を

満たしておりますので、有効性の評

価は省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等については税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更 

  

 
  

前事業年度
（自 平成16年１月１日

    至 平成16年12月31日）

当事業年度
（自 平成17年１月１日

    至 平成17年12月31日）

（損益計算書）           ―――――

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて
表示していた業務委託費は、販売費及び一般管理費の合
計額の5/100を超えたため、区分掲記することとしまし
た。なお、前期の販売費及び一般管理費「その他」に含
まれている業務委託費の金額は77,565千円です。
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成16年12月31日現在)

当事業年度 
(平成17年12月31日現在)

 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりで

あります。

千円

売掛金 62,214

未収入金 10,300

流動資産（その他） 57,988

買掛金 110,200

 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりで

あります。

千円

売掛金 8,478

未収入金 16,790

立替金 17,509

短期貸付金 309,000

流動資産（その他） 1,440

買掛金 124,820

 

※２ 担保資産

千円
売掛金 318,215
計 318,215

 

 

   上記の資産を次のとおり債務の担保に供しており

ます。

千円

一年以内返済予定の 
長期借入金

119,600

長期借入金 420,900

計 540,500

 

 

 ３ 偶発債務

   関係会社が負担する借入金について次のとおり債

務保証を行っております。

千円

amana america inc.52,105(US$500,000)

 

 

※４ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。

千円

受取手形 16,777

支払手形 29,610
 

※４ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。

千円

受取手形 23,811

 

※５
会社が発行する株式 
の総数

普通株式 12,162,000株

発行済株式総数 普通株式 5,300,000株
 

※５
会社が発行する株式 
の総数

普通株式 12,162,000株

発行済株式総数 普通株式 5,405,000株

 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,069 

株であります。
 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,069 

株であります。
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(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 

※１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。

千円

業務受託料収入 59,735

受取賃貸料収入 54,569
 

※１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。

千円

業務受託料収入 106,772

受取賃貸料収入 57,946

 

※２ 固定資産売却益の内訳

千円
建物 1,380

土地 1,696

計 3,077

 

 

※３ 固定資産売却損の内訳

車両及び運搬具 82千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳

千円

電話加入権 1,457

建物 19,563

土地 27,950

計 48,972

 

※４ 固定資産除却損の内訳

千円

建物 2,865

工具器具及び備品 3,261

計 6,127
 

※４ 固定資産除却損の内訳

千円

建物 9,341

工具器具及び備品 4,827

計 14,168
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リース取引関係 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12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 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

車両 
及び運搬具

3,448 2,874 574

工具器具 
及び備品

342,688132,515210,172

ソフトウエア 210,85357,448153,405

合計 556,990192,838364,152

 
 

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)

車両 
及び運搬具

－ － －

工具器具 
及び備品

428,102131,411296,690

ソフトウエア 314,28195,504218,777

合計 742,384226,915515,468

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

千円

１年以内 105,915

１年超 263,537

合計 369,453
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

千円

１年以内 152,092

１年超 372,378

合計 524,470

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

千円

支払リース料 117,258

減価償却費相当額 108,562

支払利息相当額 8,966
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

千円

支払リース料 137,804

減価償却費相当額 131,560

支払利息相当額 10,733

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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。

・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、各期への配分は利

息法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 千円

１年以内 16,777

１年超 21,483

合計 38,260
 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 千円

１年以内 35,951

１年超 40,592

合計 76,544
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有価証券関係 

前事業年度(平成16年12月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成17年12月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

- 59 -



税効果会計関係 

  

 
  

前事業年度
（平成16年12月31日現在）

当事業年度
（平成17年12月31日現在）

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内

訳

  (繰延税金資産)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別内

訳

  (繰延税金資産)

 

① 流動の部 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 835

未払事業税否認 9,759

未払事業所税否認 1,983

売掛金貸倒損失否認 3,375

その他 492

短期繰延税金資産計 16,446
  

① 流動の部 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,338

未払事業税否認 124,219

未払事業所税否認 2,298

売掛金貸倒損失否認 3,492

その他 87

短期繰延税金資産計 132,436
 

 

② 固定の部 千円

投資有価証券評価損否認 813

関係会社株式評価損否認 3,386

減価償却超過額 387

投資損失引当金否認 164,417

計 169,005
 

 

② 固定の部 千円

減価償却超過額 514

その他 152

計 667

 

評価性引当額 △13,958

長期繰延税金資産計 155,047

繰延税金資産合計 171,493

繰延税金資産の純額 171,493
 

 

長期繰延税金資産計 667

繰延税金資産合計 133,103

繰延税金資産の純額 133,103
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差額の原因となった主な項目別の内訳

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差額の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 42.05％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

2.27

法人税均等割等 0.75

評価性引当金の増減額 △30.89

その他 1.29

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

15.47

 

 

法定実効税率 40.69％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

0.23

法人税均等割等 0.06

その他 △1.19

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

39.79
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１株当たり情報 

  

 
(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(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 539円45銭

 
１株当たり純資産額 1,004円48銭

 

１株当たり当期純利益 64円34銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 63円18銭

 

１株当たり当期純利益 485円46銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 480円33銭

 

当社は、平成16年11月22日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報は以下のとおりとなります。

（前事業年度）

１株当たり純資産 305円21銭

１株当たり当期純利益 3円25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、新株引受権付社債の発行及びストックオプション制

度に伴う新株引受権残高がありますが、前事業年度にお

いて当社の株式は非上場・非登録であり、期中平均株価

が把握できないため記載しておりません。

項目
前事業年度

(自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

当期純利益(千円) 303,807 2,599,371

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 303,807 2,599,371

普通株式の期中平均株式数(株) 4,721,926 5,354,484

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた当期純利益調整額（千円）

― ―

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式の増加数の主要な内訳（株）

 新株引受権 38,898 49,018

 新株予約権 47,771 8,178

普通株式増加数（株） 86,669 57,196

希薄効果化を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

― ―
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重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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7. 役員の異動 

  該当事項はございません。 
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