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平成 18年 3月期   個別財務諸表の概要          平成18年4月25日 
上 場 会 社 名         安川情報システム株式会社                           上 場 取 引 所   東 
コ ー ド 番 号         2354                                               本社所在都道府県 福岡県 
（ＵＲＬ  http://www.ysknet.co.jp） 
代  表  者 役職名 取締役社長   氏名 石松 健男 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 山崎 伸行    ＴＥＬ (093) 622-6111 
決算取締役会開催日 平成18年 4月25日               中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日 平成18年 6月12日  定時株主総会開催日 平成18年 6月 9日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 100株)  
 
１． 18年 3月期の業績(平成17年 3月21日～平成18年3月20日) 
(1)経営成績                 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 17,013 △12.6 455 △55.3 439 △56.4
17年 3月期 19,461 8.8 1,019 11.4 1,008 8.6

 
 

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 3月期 153 △68.0 8.17 ― 4.2 4.1 2.6
17年 3月期 480 12.1 52.25 ― 13.5 9.5 5.2

(注)①期中平均株式数    18年 3月期   17,999,904株 17年 3月期   8,999,980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 
   ④平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 
    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年3月期の１株当たり当期純利益は26円13銭であります。 
 
(2)配当状況 

1株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18年 3月期 14.00 7.00 7.00 251 171.3 6.9 
17年 3月期 26.00 13.00 13.00 233 49.8 6.3 

(注) 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 
    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年3月期の１株当たり年間配当金は13円であります。 
 
(3)財政状態 

 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

18年 3月期 10,177 3,667 36.0 203.38
17年 3月期 11,090 3,686 33.2 408.45

(注)①期末発行済株式数   18年 3月期  17,999,904株 17年 3月期   8,999,952株 
    ②期末自己株式数    18年 3月期          96株 17年 3月期          48株 
   ③平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。 
    なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の17年3月期の１株当たり株主資本は204円23銭であります。 
 
２．19年 3月期の業績予想(平成18年 3月21日～平成19年 3月20日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 8,600 320 170 7.00 ――― ――― 
通   期 18,600 930 500 ――― 7.00 14.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 27円78銭 

 
※ 上記の予想は、本資料の発表日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値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想値に関する事項は、添付資料９ページ「次期の見通し」をご参照ください。 
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財務諸表 

(1) 貸借対照表 
(単位 千円未満切捨て) 

当事業年度 
(平成18年3月20日現在)

前事業年度 
(平成17年3月20日現在) 

比較増減 

 

金 額 
構成比
(％) 

金 額 
構成比 
(％) 

金 額 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 214,393 359,215  △144,821

２ 受取手形 120,687 44,194  76,493

３ 売掛金 4,118,325 5,457,544  △1,339,218

４ 商品 21,302 30,960  △9,658

５ 仕掛品 3,302,296 2,889,979  412,316

６ 貯蔵品 2,798 3,159  △361

７ 前払費用 22,657 24,195  △1,537

８ 繰延税金資産 216,821 237,008  △20,187

９ 関係会社短期貸付金 22,000 ―  22,000

10 未収入金 161,507 172,983  △11,476

11 その他 2,289 1,206  1,083

貸倒引当金 △874 △1,135  261

流動資産合計 8,204,205 80.6 9,219,311 83.1 △1,015,105

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物 406,532 436,934  △30,402

(2) 構築物 4,618 5,264  △646

(3) 機械及び装置 3,439 3,038  400

(4) 車両運搬具 100 136  △35

(5) 工具・器具及び備品 16,681 17,151  △469

(6) 土地 393,076 393,076  ―

有形固定資産合計 824,449 8.1 855,603 7.7 △31,153

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 7,705 8,482  △776

(2) ソフトウェア仮勘定 4,340 ―  4,340

(3) その他 11,446 11,832  △386

無形固定資産合計 23,491 0.2 20,314 0.2 3,177

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 225,367 92,436  132,930

(2) 関係会社株式 115,200 85,500  29,700

(3) 関係会社出資金 7,349 7,349  ―

(4) 関係会社長期貸付金 66,000 88,000  △22,000

(5) 破産更生債権等 2,604 2,604  ―

(6) 長期前払費用 6,019 6,853  △833

(7) 繰延税金資産 499,143 511,106  △11,962

(8) 敷金 197,573 199,578  △2,005

(9) その他 8,698 4,827  3,870

貸倒引当金 △2,617 △2,622  5

投資その他の資産合計 1,125,338 11.1 995,633 9.0 129,704

固定資産合計 1,973,279 19.4 1,871,551 16.9 101,728

資産合計 10,177,485 100.0 11,090,863 100.0 △913,377
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(単位 千円未満切捨て) 

当事業年度 
(平成18年3月20日現在)

前事業年度 
(平成17年3月20日現在) 

比較増減 

 

金 額 
構成比
(％) 

金 額 
構成比 
(％) 

金 額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 1,336,254 2,413,780  △1,077,525

２ 短期借入金 1,570,000 500,000  1,070,000

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

200,000 100,000  100,000

４ 未払金 842,614 1,465,350  △622,735

５ 未払費用 847,940 869,874  △21,933

６ 未払法人税等 16,548 269,048  △252,500

７ 未払消費税等 50,764 28,582  22,182

８ 前受金 30,039 6,619  23,419

９ 預り金 35,286 33,163  2,122

10 損害補償損失引当金 10,000 ―  10,000

11 その他 ― 28  △28

流動負債合計 4,939,449 48.5 5,686,446 51.3 △746,997

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金 100,000 300,000  △200,000

２ 退職給付引当金 1,423,990 1,373,818  50,171

３ 役員退職慰労引当金 45,200 42,600  2,600

４ その他 1,289 1,934  △644

固定負債合計 1,570,480 15.4 1,718,352 15.5 △147,872

負債合計 6,509,929 64.0 7,404,799 66.8 △894,870

  

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 664,000 6.5 664,000 6.0 ―

Ⅱ 資本剰余金  

１ 資本準備金 318,000 318,000  ―

資本剰余金合計 318,000 3.1 318,000 2.9 ―

Ⅲ 利益剰余金  

１ 利益準備金 70,790 70,790  ―

２ 任意積立金  

(1) 別途積立金 2,225,055 2,025,055  200,000

３ 当期未処分利益 278,874 578,075  △299,201

利益剰余金合計 2,574,719 25.3 2,673,921 24.1 △99,201

Ⅳ その他有価証券評価差額金 110,883 1.1 30,188 0.2 80,694

Ⅴ 自己株式 △46 △0.0 △46 △0.0 ―

資本合計 3,667,556 36.0 3,686,063 33.2 △18,507

負債及び資本合計 10,177,485 100.0 11,090,863 100.0 △913,377
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(2) 損益計算書 
(単位 千円未満切捨て) 

当事業年度 
(自 平成17年3月21日
至 平成18年3月20日)

前事業年度 
(自 平成16年3月21日
至 平成17年3月20日)

比較増減 

 

金 額 
百分比
(％) 

金 額 
百分比
(％) 

金 額 
伸び率
(％) 

Ⅰ 売上高  

１ システム開発売上高 16,780,792 19,183,328 △2,402,535 

２ パッケージソフト・ 
  機器販売高 

232,704 278,052 △45,347 

売上高 計 17,013,497 100.0 19,461,380 100.0 △2,447,883 △12.6

Ⅱ 売上原価  

１ システム開発売上原価 13,635,447 15,664,705 △2,029,258 

２ パッケージソフト・ 
  機器販売原価 

138,063 145,743 △7,680 

売上原価 計 13,773,510 81.0 15,810,448 81.2 △2,036,938 △12.9

売上総利益 3,239,986 19.0 3,650,931 18.8 △410,945 △11.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,784,442 16.3 2,631,430 13.6 153,011 5.8

営業利益 455,544 2.7 1,019,500 5.2 △563,956 △55.3

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 1,505 362 1,143 

２ 受取配当金 6,531 1,174 5,357 

３ 為替差益 1,108 ― 1,108 

４ 受取保険金 ― 1,279 △1,279 

５ 雇用助成金・奨励金 1,246 555 690 

６ その他 26 697 △670 

営業外収益 計 10,418 0.1 4,068 0.0 6,350 156.1

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 12,416 7,114 5,301 

２ 売掛債権売却損 10,192 8,062 2,129 

３ 株式分割費用 4,273 ― 4,273 

４ その他 35 255 △219 

営業外費用 計 26,916 0.2 15,432 0.0 11,484 74.4

経常利益 439,046 2.6 1,008,135 5.2 △569,089 △56.4

Ⅵ 特別利益  

１ 投資有価証券清算益 ― 132 △132 

２ 貸倒引当金戻入益 266 186 80 

特別利益 計 266 0.0 318 0.0 △52 △16.6

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 35 495 △459 

２ 投資有価証券評価損 12,463 ― 12,463 

３ ゴルフ会員権評価損 ― 2,400 △2,400 

４ 損害補償損失引当金 
  繰入額 

10,000 ― 10,000 

５ 退職給付会計基準 
  変更時差異償却 

120,188 120,188 ― 

特別損失 計 142,687 0.9 123,084 0.7 19,603 15.9

税引前当期純利益 296,624 1.7 885,370 4.5 △588,745 △66.5

法人税、住民税 
及び事業税 

165,376 1.0 485,664 2.5 △320,288 

法人税等調整額 △22,548 △0.2 △80,580 △ 0.5 58,032 

当期純利益 153,797 0.9 480,286 2.5 △326,489 △68.0

前期繰越利益 251,076 214,789 36,286 

中間配当額 125,999 117,000 8,999 

当期未処分利益 278,874 578,075 △299,201 
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(3) 利益処分案 
 (単位 千円未満切捨て) 

 
当事業年度 

(自 平成17年3月21日 
至 平成18年3月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年3月21日 
至 平成17年3月20日) 

Ⅰ 当期未処分利益 278,874  578,075

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金 125,999 116,999 

２ 役員賞与金 6,700 10,000 

(うち監査役賞与金) (1,200) (1,200)

３ 任意積立金  

別途積立金 ― 132,699 200,000 326,999

Ⅲ 次期繰越利益 146,174  251,076

（注）平成17年11月28日に125,999千円（１株につき7円）の中間配当を実施いたしました。 
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重要な会計方針 
 

項目 
当事業年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法 

(イ) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(ロ) 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

平均法により算定しております)

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(イ) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(ロ) 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

平均法により算定しております)

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(イ) 評価基準 … 原価法 

(ロ) 評価方法 

商 品  … 移動平均法 

仕掛品  … 個別法 

貯蔵品  … 最終仕入原価法 

 

(イ) 評価基準 … 原価法 

(ロ) 評価方法 

商 品  … 移動平均法 

仕掛品  … 個別法 

貯蔵品  … 最終仕入原価法 

 

３ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 … 定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ３～38年 

構築物       10～40年 

機械及び装置      17年 

車両運搬具     ２～４年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

有形固定資産 … 定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ３～38年 

構築物       10～40年 

機械及び装置      17年 

車両運搬具     ２～４年 

工具・器具及び備品 ２～20年 

 無形固定資産 … 定額法 

なお、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)に基づく定額法を採用しており

ます。 

無形固定資産 … 定額法 

なお、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)に基づく定額法を採用しており

ます。 

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 

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。 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

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につい

ては、5年による按分額を費用計上

しております。 

過去勤務債務は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間による定

額法により按分した額を費用処理し

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。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

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につい

ては、5年による按分額を費用計上

しております。 

過去勤務債務は、発生時における

従業員の平均残存勤務期間による定

額法により按分した額を費用処理し

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。 
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項目 
当事業年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 (4) 損害補償損失引当金 

損害補償の今後の支払による損失

に備えるため、当該損失見込額を計

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。 

 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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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(表示方法の変更) 

 

当事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

――――― (損益計算書関係) 

 前事業年度において、営業外収益の「その他」

に含めていた「受取保険金」は、営業外収益の総

額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分

掲記することとしました。なお、前事業年度の営

業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」

は20千円であります。 

 

(追加情報) 

 

当事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20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 実務対応報告書第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39,597千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

39,597千円減少しております。 

――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

当事業年度 
(平成18年３月20日) 

前事業年度 
(平成17年３月20日) 

１ 有形固定資産減価償却累計額は、665,219千円で

あります。 
  

１ 有形固定資産減価償却累計額は、621,198千円で

あります。 

２ 関係会社に対する資産は、次のとおりでありま

す。 

売掛金 554,551千円
  

２ 関係会社に対する資産は、次のとおりでありま

す。 

売掛金 600,390千円
  

３ 関係会社に対する負債は、次のとおりでありま

す。 

買掛金 42,438千円

未払金 184,990千円
  

３ 関係会社に対する負債は、次のとおりでありま

す。 

買掛金 160,328千円

未払金 214,550千円
  

４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

  当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 500,000千円
  

――――― 
  

５ 偶発債務 

  次のとおり被保証先の仕入債務・リース債務に対

し、債務保証を行っております。 

被保証先 保証金額 

㈱安川情報九州 2,296千円

㈱スターフライヤー 39,782千円
  

――――― 
  

――――― ６ 受取手形割引高は、137,515千円であります。 
  

――――― 
  

７ 事業年度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が、当事業

年度末日は金融機関の休日であったため、次の事

業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれて

おります。 

受取手形 306千円

割引手形 9,937千円
  

８ 会社が発行する株式の総数は普通株式64,000,000

株であります。 

  発行済株式は普通株式18,000,000株であります。

８ 会社が発行する株式の総数は普通株式32,000,000

株であります。 

  発行済株式は普通株式9,000,000株であります。 

９ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式96株で

あります。 

９ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式48株で

あります。 

10 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は110,883千

円であります。 

10 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は30,188千

円であります。 
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(損益計算書関係) 

 

当事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次の

とおりであります。 

従業員給与手当 1,144,057千円

法定福利費 177,318千円

退職給付費用 145,714千円

旅費交通費 145,720千円

賃借料 234,844千円

減価償却費 19,007千円

研究開発費 414,019千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,700千円

 

 販売費に属する費用のおおよその割合   63.7％

 一般管理費に属する費用のおおよその割合 36.3％
  

１ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次の

とおりであります。 

従業員給与手当 1,137,560千円

法定福利費 182,700千円

退職給付費用 134,602千円

旅費交通費 144,523千円

賃借料 236,104千円

減価償却費 21,207千円

研究開発費 310,373千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,400千円

 

 販売費に属する費用のおおよその割合   63.9％

 一般管理費に属する費用のおおよその割合 36.1％

２ 関係会社との取引に係るものは次のとおりであり

ます。 

受取利息 1,504千円

受取配当金 5,316千円
  

― 

３ 固定資産除却損の内訳は、車両の除却35千円であ

ります。 

３ 固定資産除却損の内訳は、建物附属設備の除却63

千円、器具備品の除却432千円であります。 

４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、414,019千円であります。 

４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、310,373千円であります。 
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(リース取引関係) 

 

当事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20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

相当額及び期末残高相当額 
 

 
工具・器具 
及び備品
(千円) 

ソフトウェア
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

416,898 230,875 647,773

減価償却 
累計額 
相当額 

214,762 93,091 307,854

期末残高 
相当額 

202,135 137,784 339,919

 

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 
 

 
工具・器具
及び備品
(千円) 

ソフトウェア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

487,141 177,733 664,874

減価償却 
累計額 
相当額 

262,597 65,648 328,246

期末残高 
相当額 

224,544 112,084 336,628

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 147,754千円

１年超 197,596千円

合計 345,351千円
  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 145,619千円

１年超 196,176千円

合計 341,796千円
  

 (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 167,528千円

減価償却費相当額 160,607千円

支払利息相当額 7,468千円
  

 (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 166,996千円

減価償却費相当額 160,207千円

支払利息相当額 6,871千円
  

 (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

方法については、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 

     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

方法については、利息法によっております。

 

(有価証券関係) 

当事業年度(平成18年３月20日) 

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。 

 

前事業年度(平成17年３月20日) 

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。 



41 

 

 

(税効果会計関係) 

 

当事業年度 
(平成18年３月20日) 

前事業年度 
(平成17年３月20日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

(繰延税金資産) 

未払費用損金不算入 206,349千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 554,283千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,260千円

未払事業税 6,253千円

損害補償損失引当金 4,040千円

その他 18,974千円

繰延税金資産小計 808,160千円

評価性引当額 △17,033千円

繰延税金資産合計 791,127千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △75,162千円

繰延税金負債合計 △75,162千円

繰延税金資産純額 715,964千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

(繰延税金資産) 

未払費用損金不算入 213,907千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 513,005千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,210千円

未払事業税 23,090千円

その他 13,363千円

繰延税金資産小計 780,577千円

評価性引当額 △11,998千円

繰延税金資産合計 768,578千円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △20,463千円

繰延税金負債合計 △20,463千円

繰延税金資産純額 748,115千円
  

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整) 

(1) 交際費等 
永久に損金に算入されない項目

6.5％

(2) 受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目

△0.7％

(3) 住民税均等割 0.7％

(4) 評価性引当額 1.7％

(5) その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.2％
  

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要な項目別の内訳

法定実効税率 41.7％

(調整) 

(1) 交際費等 
永久に損金に算入されない項目 

2.5％

(2) 受取配当金等 
永久に益金に算入されない項目 

△0.0％

(3) 住民税均等割 0.3％

(4) 税率変更による 
期末繰延税金資産の減額修正 

0.9％

(5) その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8％
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(１株当たり情報) 

 
当事業年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１株当たり純資産額 203円38銭 １株当たり純資産額 408円45銭 

１株当たり当期純利益金額 8円17銭 １株当たり当期純利益金額 52円25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株当たり当期純利益金額
については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。 

当社は、平成17年5月10日付をもって普通株式１株
を２株に分割しております。 
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報は、以下のと
おりとなります。 

１株当たり純資産額 204円23銭

１株当たり当期純利益金額 26円13銭

  

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当事業年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

当期純利益(千円) 153,797 480,286

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,700 10,000

 (うち利益処分による役員賞与金(千円)) 6,700 10,000

普通株式に係る当期純利益(千円) 147,097 470,286

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,999 8,999
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(重要な後発事象) 

 

当事業年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

―――――  平成17年1月26日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、つぎのように株式分割による新株式の発行を行い

ます。また、これに伴って会社が発行する株式の総数

は、64,000,000株となり、発行済株式の総数は

18,000,000株となります。 

 １ 平成17年5月10日付をもって普通株式１株を２

株に分割する。 

  (1) 分割により増加する株式数 

普通株式  9,000,000 株 

  (2) 分割方法 

平成17年3月20日（ただし、当日及びその

前日は名義書換代理人の休業日につき、実

質上は平成17年3月18日）最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の所有株

式数を、１株につき２株の割合をもって分

割。 

  (3) 配当起算日 

平成17年3月21日 

 

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株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

当事業年度 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

204円23銭 189円39銭 

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額 

26円13銭 23円42銭 
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役員の異動（平成18年6月9日付） 

 

(1) 代表者の異動 

【新任代表取締役候補者】 

 

取締役会長（代表取締役） 松本 健一（現 当社顧問） 

 

(2) その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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