
平成 18年 2月期 個別財務諸表の概要    平成 18年 4月 19日

上   場   会   社   名       株式会社キャビン 上場取引所 東

コード番号       8164 本社所在都道府県

(URL http://www.cabin.co.jp/) 東京都

代　　表　　者　　役職名　代表取締役社長　氏名　吉江　謙二

問合せ先責任者　　役職名　管　理　部　長　氏名　橋本　泰徳 TEL (03) 5334 - 5091
決算取締役会開催日　　平成 18年 4月 19日 中間配当制度の有無　　有

配当支払開始予定日　　平成 18年 5月 26日 定時株主総会開催日　　平成 18年 5月 25日

単元株制度採用の有無　有(１単元　1,000 株)

１. 18年  2月期の業績(平成 17年 3月 1日 ～ 平成 18年 2月 28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。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  2月期 20,569 4.4 327 - 497 -

17年  2月期 19,701 △ 2.5 △ 623 - △ 571 -

         　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 ％ ％ ％

18年  2月期 △ 97 - △ 2.36 - △ 0.4 1.7 2.4

17年  2月期 △ 1,628 - △ 38.38 - △ 6.7 △ 1.9 △ 2.9

(注)①期中平均株式数 18年  2月期    41,336,882 株　　　17年  2月期    42,416,538 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、対前期増減率

(2)配当状況

         １株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年  2月期 5.00 0.00 5.00 206 - 0.9

17年  2月期 5.00 0.00 5.00 206 - 0.8

(3)財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  2月期 28,696 24,170 84.2 585.33

17年  2月期 28,652 24,427 85.3 590.33

(注)①期末発行済株式数　18年  2月期     　41,294,808 株　17年  2月期     　41,379,894 株

 　 ②期末自己株式数　　18年  2月期      　3,638,836 株　17年  2月期      　3,553,750 株

２. 19年  2月期の業績予想( 平成 18年 3月 1日  ～  平成 19年 2月 28日 ）

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 10,074 234 △ 799 0.00 ― ―

通　　期 21,200 960 △ 380 ― 5.00 5.00

(参考）１株当たり予想当期純利益(通期）                △ 9 円 20 銭

※上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

   今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

   業績予想に関する事項につきましては、添付資料７ページをご参照下さい。

１株当たり株主資本

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率

－ 30 －
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１ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 
① 【貸借対照表】 

 

  前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 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 ※１  11,487,213   12,038,648  
２ 受取手形   13,875   ―  
３ 売掛金   504,039   523,375  
４ 商品   1,078,367   985,277  
５ 前払費用   102,504   84,337  
６ 未収入金   470,395   860,334  
７ その他   20,214   40,836  
  貸倒引当金   △710   △970  
流動資産合計   13,675,900 47.7  14,531,839 50.6 

Ⅱ 固定資産        
１ 有形固定資産        
(1) 建物及び建物付属設備 ※１ 7,012,036   6,788,499   
減価償却累計額  3,431,082 3,580,953  3,501,728 3,286,771  

(2) 構築物 ※１ 352,436   342,752   
減価償却累計額  279,902 72,533  286,657 56,094  

(3) 車輌運搬具  2,889   2,889   
減価償却累計額  2,745 144  2,745 144  

(4) 什器及び備品  762,464   725,749   
減価償却累計額  533,168 229,296  494,171 231,577  

(5) 土地 ※１  2,117,190   2,014,218  
(6) 建設仮勘定   40,771   19,600  
有形固定資産合計   6,040,889 21.1  5,608,406 19.6 

２ 無形固定資産        
(1) 借地権   306,207   306,207  
(2) 商標権   735   5,075  
(3) ソフトウェア   21,039   94,201  
(4) その他   99,059   27,300  
無形固定資産合計   427,040 1.5  432,784 1.5 

３ 投資その他の資産        
(1) 投資有価証券   1,892,092   2,257,596  
(2) 関係会社株式   20,000   20,000  
(3) 関係会社出資金   113,306   233,586  
(4) 従業員長期貸付金   6,354   5,546  
(5) 関係会社長期貸付金   7,000   ―  
(6) 破産債権、更生債権 
その他これらに準ずる 
債権 

  95,073   95,073  

(7) 長期前払費用   20,859   30,112  
(8) 差入保証金   2,310,833   1,883,911  
(9) 敷金   3,382,615   3,029,339  
(10) 開店前差入保証金   7,416   ―  
(11) 開店前敷金   3,000   27,323  
(12) 差入保証金解約 

未収入金   562,366   439,180  

(13) その他   190,875   197,376  
     貸倒引当金   △102,923   △95,743  
投資その他の資産合計   8,508,869 29.7  8,123,302 28.3 
固定資産合計   14,976,799 52.3  14,164,493 49.4 
資産合計   28,652,699 100.0  28,696,332 100.0 
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  前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   1,404,952   1,839,431  

２ 買掛金   746,491   605,995  

３ 短期借入金 ※１  360,000   360,000  

４ 未払金   214,142   117,190  

５ 未払費用   490,802   552,456  

６ 未払法人税等   73,600   158,750  

７ 未払消費税等   －   90,828  

８ 預り金   12,731   13,092  

９ 賞与引当金   61,250   94,790  

１０ その他   33,181   30,606  

流動負債合計   3,397,152 11.9  3,863,142 13.5 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   195,518   228,009  

２ 退職給付引当金   118,061   187,196  

３ 役員退職給与引当金   238,520   6,670  

４ 預り保証金   275,498   240,316  

固定負債合計   827,597 2.8  662,191 2.3 

負債合計   4,224,750 14.7  4,525,334 15.8 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３  15,174,337 53.0  15,174,337 52.9 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  3,793,584   3,793,584   

２ その他資本剰余金        

     (1)資本準備金減少差益  7,473,419   5,638,373   

(2)自己株式処分差益  294   337   

資本剰余金合計   11,267,298 39.3  9,432,295 32.9 

Ⅲ 利益剰余金   
    

   

当期未処理損失  1,628,146   97,705   

利益剰余金合計   △1,628,146 △5.7  △97,705 △0.3 

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※５  284,870 1.0  370,395 1.3 

Ⅵ 自己株式 ※４  △670,410 △2.3  △708,323 △2.6 

資本合計   24,427,949 85.3  24,170,998 84.2 

負債資本合計   28,652,699 100.0  28,696,332 100.0 
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② 【損益計算書】 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   19,701,593 100.0  20,569,767 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 期首商品たな卸高  981,252   1,078,367   

２ 当期商品仕入高  10,025,718   9,716,785   

合計  11,006,970   10,795,152   

３ 期末商品たな卸高  1,078,367 9,928,603 50.4 985,277 9,809,875 47.7 

売上総利益   9,772,990 49.6  10,759,891 52.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 広告宣伝費  391,440   453,944   

２ 給与手当  3,613,748   3,304,201   

３ 賞与  128,509   182,935   

４ 賞与引当金繰入額  61,250   94,790   

５ 退職給付費用  227,763   175,816   

６ 役員退職給与引当金 
繰入額  1,580   ―   

７ 福利厚生費  447,648   398,094   

８ 店舗家賃  2,393,264   2,420,933   

９ その他の店舗経費  511,247   524,341   

10 賃借料  476,964   492,151   

11 事業所税  10,200   6,246   

12 事業税  ―   82,600   

13 減価償却費  463,065   483,194   

14 その他の経費  1,670,040 10,396,724 52.8 1,813,418 10,432,669 50.7 

営業利益又は損失(△)   △623,733 △3.2  327,222 1.6 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息 ※１ 1,290   976   

２ 受取配当金  17,623   110,788   

３ 不動産賃貸料  39,785   39,360   

４ 雑収入  20,252 78,952 0.4 26,546 177,671 0.8 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  3,058   2,795   

２ 転貸店舗費用  14,088   3,409   

３ 雑損失  9,709 26,856 0.1 1,030 7,236 0.0 

経常利益又は損失(△)   △571,637 △2.9  497,657 2.4 
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前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  5,000   ―   

２ 投資有価証券売却益  ― 5,000 0.0 371,402 371,402 1.8 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売除却損 ※２ 302,329   352,582   

２ 敷金保証金解約損  150,041   49,232   

３ 社員早期退職加算金  87,578   44,366   

４ 固定資産評価損 ※３ 362,936   331,945   

５ 撤退ブランド整理損  48,804   ―   

６ 貸倒損失  36,199   ―   

７ 投資有価証券売却損  ―   2,393   

８ 商品評価損  ―   53,000   

９ 関係会社整理損 ※４ ― 987,889 5.0 56,135 889,655 4.3 

税引前当期純損失   1,554,526 △7.9  20,595 △0.1 

法人税、住民税 
及び事業税   73,619 0.4  77,110 0.4 

当期純損失   1,628,146 △8.3  97,705 △0.5 

当期未処理損失   1,628,146   97,705  
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③ 【利益処分計算書】 
 

  前事業年度 
(平成17年５月26日) 

当事業年度 
(平成18年５月25日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

(当期未処理損失の処理)      

Ⅰ 当期未処理損失   1,628,146  97,705 

Ⅱ 損失処理額      

その他資本剰余金からの 
振替額  1,628,146 1,628,146 97,705 97,705 

Ⅲ 次期繰越損失   ―  ― 

(その他資本剰余金の処分)      

Ⅰ その他資本剰余金      

  １ 資本準備金減少差益  7,473,419  5,638,373  

 ２ 自己株式処分差益  294 7,473,713 337 5,638,710 

Ⅱ その他資本剰余金処分額      

１ 当期未処理損失への 
振替額  1,628,146  97,705  

２ 配当金  206,899 1,835,046 206,474 304,179 

Ⅲ その他資本剰余金 
次期繰越額      

 １ 資本準備金減少差益  5,638,373  5,334,193  

 ２ 自己株式処分差益  294 5,638,667 337 5,334,531 

      
(注) 日付は株主総会承認日（予定）であります。 
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重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
   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 
    時価のあるもの 
     決算日の市揚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)によっておりま
す。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 
   子会社株式 
    左に同じであります。 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     左に同じであります。 

    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。 

    時価のないもの 
     左に同じであります。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 商品 総平均法による原価法によっております。 
    ただし、陳腐化商品については、売却可能価額

まで評価替を実施し、評価差額は、売上原価に
算入しております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 商品 左に同じであります。 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産：建物(建物付属設備を除く)につい

ては定額法、その他については定
率法によっております。 

          なお、主な耐用年数は次のとおり
であります。 
建物及び 
建物付属設備 10～60年 

 

３ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産：左に同じであります。 

 (2) 無形固定資産：定額法によっております。 
          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：左に同じであります。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   売上債権等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。 

４ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   左に同じであります。 

 (2) 賞与引当金 
   従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込
額のうち当期の負担額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 
   左に同じであります。 
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前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (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額に基づき計上し
ております。 

   なお、会計基準変更時差異496,435千円(益)につ
いては、７年による按分額を費用控除としておりま
す。 

   過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(７年)による定額法によ
り費用処理しております。 

   数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７
年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理することとしておりま
す。 

 (3) 退職給付引当金 
   左に同じであります。 
 

 (4) 役員退職給与引当金 
   第34期定時株主総会日(平成16年5月27日開催)を
もって役員退職慰労金制度を廃止いたしましたが、
同日以前に在任した役員については、その日以前の
在任期間に対して内規の効力を有するため、当該内
規に基づく支給見込額を役員退職給与引当金として
計上しております。したがって、同日以降の新規計
上は行っておりません。 

 (4) 役員退職給与引当金 
   左に同じであります。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  左に同じであります。 

６ 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方法によ
っております。 

６ リース取引の処理方法 
  左に同じであります。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 消費税等の会計処理について 
  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。 

７ その他財務諸表作成のための重要な事項 
 消費税等の会計処理について 
  左に同じであります。 
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（追加情報） 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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

日以後に開始す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、当事業年度から「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82,600千円多く

計上され、営業利益及び経常利益がそれぞれ82,600千

円少なく計上され、税金等調整前当期純損失が82,600

千円多く計上されております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産 

定期預金 50,000千円 
建物及び建物付属設備 2,000,806千円 
構築物 10,332千円 
土地 1,997,352千円 
計 4,058,491千円 

 

※１ 担保資産 
 (1) 担保に供している資産 

定期預金 50,000千円 
建物及び建物付属設備 1,696,907千円 
構築物 9,780千円 
土地 1,913,449千円 
計 3,670,136千円 

 
 (2) 対応する債務 

短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 

 (2) 対応する債務 
短期借入金 360,000千円 
計 360,000千円 

 
 ２ 偶発債務 
   関係会社の銀行からの借入金に対して連帯保証を

行っております。 
株式会社チープシック 12,216千円 
上海凱賓時装有限公司 26,182千円 
上海凱海貿易有限公司 20,946千円 

 

 ２ 偶発債務 
   関係会社の銀行からの借入金に対して連帯保証を

行っております。 
上海凱賓時装有限公司 29,072千円 

 

※３ 授権株式数等 
   会社が発行する株式の総数 

普通株式 117,000,000株 
   発行済株式の総数 

普通株式 44,933,644株 
 

※３ 授権株式数等 
   会社が発行する株式の総数 

普通株式 117,000,000株 
   発行済株式の総数 

普通株式 44,933,644株 
 

※４ 自己株式の保有数 
普通株式 3,553,750株 

 

※４ 自己株式の保有数 
普通株式 3,638,836株 

 
※５ 配当制限 
   商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額 
    資産の時価評価により増加した純資産額 

284,870千円 

※５ 配当制限 
   商法施行規則第124条第3号に規定する配当制限額 
    資産の時価評価により増加した純資産額 

370,395千円 

 



ファイル名:36短信（個別）0417.doc 更新日時:06/04/17 14:54 印刷日時:06/04/18 21:45 

― ― 40

(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 受取利息には、関係会社からのものが136千円含
まれています。 

※１ 受取利息には、関係会社からのものが 388千円含
まれています。 

※２ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物(店舗設備) 211,890千円 
什器及び備品 46,922千円 
その他 43,515千円 
計 302,329千円 

 

※２ 固定資産売除却損の内訳は、次のとおりでありま
す。 
建物(店舗設備) 198,383千円 
什器及び備品 46,666千円 
その他 107,532千円 
計 352,582千円 

 
※３ 固定資産評価損は売却予定の研修センター施設に

係るものであり、その主なものは建物及び建物付
属設備235,979千円、土地83,902千円でありま
す。 

 

※３ 固定資産評価損は売却目的の保養施設に係るもの
等であり、その主なものは建物及び建物附属設備
65,721千円、土地236,902千円であります。 

 
 

※４ 関係会社整理損は株式会社チープシックに係るも
のであり、その内容は債権放棄による損失45,429
千円、清算費用等による損失10,705千円でありま
す。 
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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) 

什器及び備品 352,787 282,330 70,456 

ソフトウェア 535,517 426,329 109,188 

合計 888,304 708,660 179,644 
 

 
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) 

什器及び備品 6,656 4,605 2,050 

ソフトウェア 6,812 3,746 3,065 

合計 13,468 8,352 5,115 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 191,497千円 
１年超 3,867千円 
計 195,365千円 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 2,923千円 
１年超 2,549千円 
計 5,473千円 

 
 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
支払リース料 200,470千円 
減価償却費相当額 179,815千円 
支払利息相当額 12,887千円 

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 
支払リース料 197,189千円 
減価償却費相当額 176,620千円 
支払利息相当額 4,386千円 

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
    左に同じであります。 

 (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と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 
    左に同じであります。 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年２月28日)及び当事業年度(平成18年２月28日)における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。 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 42,178千円 
役員退職給与引当金 97,077千円 
固定資産評価損 147,715千円 
敷金保証金解約損 42,183千円 
退職給付引当金 48,051千円 
税務上の繰越欠損金 2,543,212千円 
その他 131,477千円 
繰延税金資産小計 3,051,895千円 
評価性引当額 △3,051,895千円 
繰延税金資産合計 ―千円 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 195,518千円 
繰延税金負債合計 195,518千円 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 
繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 39,362千円 
未払事業税 33,618千円 
賞与引当金 38,579千円 
固定資産評価損 152,707千円 
退職給付引当金 76,189千円 
税務上の繰越欠損金 1,460,325千円 
その他 142,807千円 
繰延税金資産小計 1,943,589千円 
評価性引当額 △1,943,589千円 
繰延税金資産合計 ―千円 

繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 228,009千円 
繰延税金負債合計 228,009千円 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 42.0％ 
(調整)  
評価性引当額 △42.2％ 
住民税均等割等 △4.7％ 
その他 0.2％ 
税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 △4.7％ 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 40.7％ 
(調整)  
評価性引当額等 △20.4％ 
住民税均等割等 △374.4％ 
交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

△40.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

19.8％ 

その他 △0.1％ 
税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 △374.4％ 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 590円33銭 
 

１株当たり純資産額 585円33銭 
 

１株当たり当期純損失 38円38銭 
 

１株当たり当期純損失 2円36銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がなく、また、当期純損失のため、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金額につ
いては、当期純損失のため、記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失(千円) 1,628,146 97,705 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(千円) 1,628,146 97,705 

普通株式の期中平均株式数(株) 42,416,538 41,336,882 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

当社は平成17年5月26日の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき、取締役及び一定の職位以上の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを決議致しました。 

 

当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

該当事項はありません。 
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