
   
平成１８年３月期  個別財務諸表の概要 

平成18年4月27日 

会社名 株式会社スペースシャワーネットワーク 上場取引所      ＪＱ 

コード番号 ４８３８ 本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.spaceshower.net）  

代 表 者  役 職 名 代表取締役社長  

 氏     名 中井 猛  

問合わせ先 責任者役職名 取締役管理担当  

 氏     名 内田 正宏 ＴＥＬ（０３）３５８５－３２４２ 

決算取締役会開催日   平成18年４月27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22日 定時株主総会開催日   平成18年６月21日 

単元株制度の有無    無  
  
１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(1) 経営成績                                    （単位:百万円未満切捨） 

 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 6,635 （ 4.3 ） 546 （ 20.4 ） 547 （ 26.3 ）

17年３月期 6,361 （ 1.3 ） 454 （ 2.7 ） 433 （ 1.2 ）
  

 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 287 （ 8.4 ） 2,500.12 2,475.64 7.6 10.0 8.2

17年３月期 265 （ 640.2 ） 9,260.27 － 7.4 8.6 6.8

(注) １．期中平均株式数   18年３月期 106,664株   17年３月期 26,666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12月9日付で株式分割（１株を４株に）をしております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の平成17年３月期の１株当たり当期純利益  2,315円07銭 

(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 百万円 ％ ％

18年３月期 1,250.00 － 1,250.00 133 50.0 3.4 

17年３月期 5,000.00 － 5,000.00 133 54.0 3.6 
(注) 平成17年12月9日付で株式分割（１株を４株に）をしております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

平成17年３月期の１株当たり年間配当金  1,250円00銭 

(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 5,664 3,898 68.8 36,347.68 

17年３月期 5,257 3,706 70.5 138,291.59 

(注) １．期末発行済株式数   18年３月期 106,664株   17年３月期 26,666株 

   ２．期末自己株式数    18年３月期    －株   17年３月期   －株 
   ３．平成17年12月9日付で株式分割（１株を４株に）をしております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の平成17年３月期の１株当たり株主資本  34,572円90銭 

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31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 3,379 271 180 － － －

通 期 7,020 566 343 1,250 1,250

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 3,218円 25銭 

※ 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不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料12

ページを参照して下さい。
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６．個 別 財 務 諸 表 等 
（１）貸借対照表 

  

  第11期 

（平成17年３月31日現在） 

第12期 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

1. 現金及び預金   1,528,148   2,111,050  582,901

2. 受取手形   2,457   1,050  △1,407

3. 売掛金   761,298   954,578  193,279

4. 商品   4,530   -  △4,530

5. 番組及び仕掛品   405   3,000  2,594

6. 前払費用   155,468   36,974  △118,494

7. 繰延税金資産   70,998   99,944  28,946

8. 短期貸付金   48,200   50,119  1,919

9. 関係会社短期貸付金   412,000   367,000  △45,000

10. その他   39,034   42,329  3,295

貸倒引当金   △62,086   △67,446  △5,359

流動資産合計   2,960,456 56.3  3,598,600 63.5 638,144

Ⅱ 固定資産         

1. 有形固定資産         

(1) 建物   335,170   349,609  14,439

(2) 機械及び装置   35,550   35,550  -

(3) 工具器具及び備品   236,690   230,404  △6,285

(4) 土地   131,915   131,915  -

(5) 建設仮勘定   3,051   66,000  62,948

減価償却累計額   △327,523   △354,899  △27,376

有形固定資産合計   414,854 7.9  458,580 8.1 43,726

2. 無形固定資産         

(1) 営業権   81,697   27,683  △54,013

(2) 商標権   17,786   12,785  △5,000

(3) ソフトウェア   292,374   131,259  △161,115

(4) ソフトウェア仮勘定   32,055   74,500  42,444

(5) その他   27,013   13,199  △13,814

無形固定資産合計   450,928 8.6  259,428 4.6 △191,499
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  第11期 

（平成17年３月31日現在） 

第12期 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

3. 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   245,710   302,085  56,374

(2) 関係会社株式   685,700   732,000  46,300

(3) 出資金   26,340   26,442  102

(4) 従業員長期貸付金   2,726   7,246  4,520

(5) 破産、更生債権等   3,849   -  △3,849

(6) 長期前払費用   238,263   -  △238,263

(7) 繰延税金資産   85,239   144,050  58,810

(8) 敷金保証金   147,708   136,454  △11,254

(9) その他   24,998   24,998  -

貸倒引当金   △29,049   △25,200  3,849

投資その他の資産合計   1,431,486 27.2  1,348,077 23.8 △83,409

固定資産合計   2,297,268 43.7  2,066,086 36.5 △231,182

資産合計   5,257,724 100.0  5,664,687 100.0 406,962
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  第11期 

（平成17年３月31日現在） 

第12期 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

1. 買掛金 ※１  500,318   601,132  100,814

2. 短期借入金   400,000   400,000  -

3. 未払金   296,336   182,563  △113,773

4. 未払法人税等   116,231   296,260  180,029

5. 未払消費税等   5,997   15,113  9,115

6. 前受金   44   1,094  1,050

7. 預り金   10,324   12,225  1,901

8. 賞与引当金   74,099   76,524  2,425

流動負債合計   1,403,350 26.7  1,584,914 28.0 181,563

Ⅱ 固定負債         

1. 退職給付引当金   90,417   108,764  18,347

2. 役員退職慰労引当金   57,687   72,750  15,062

固定負債合計   148,104 2.8  181,514 3.2 33,409

負債合計   1,551,455 29.5  1,766,428 31.2 214,973

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※２  1,781,867 33.8  1,781,867 31.5 -

Ⅱ 資本剰余金         

  1. 資本準備金  838,867   838,867    

 資本剰余金合計   838,867 16.0  838,867 14.8 -

Ⅲ 利益剰余金         

  1. 利益準備金  27,170   27,170    

  2. 当期未処分利益  986,410   1,122,437    

 利益剰余金合計   1,013,580 19.3  1,149,607 20.3 136,027

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３  71,953 1.4  127,914 2.2 55,961

資本合計   3,706,269 70.5  3,898,258 68.8 191,989

負債・資本合計   5,257,724 100.0  5,664,687 100.0 406,962
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（２）損益計算書 

  

 

 第11期 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日）

第12期 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業収益   6,361,784 100.0  6,635,301 100.0 273,516

Ⅱ 営業費用         

1. 事業費 ※1,2        

(1) 人件費  182,467   47,085    

(2) 退職給付引当金繰入額  5,825   2,868    

(3) 賞与引当金繰入額  19,815   15,390    

(4) 賃借料  88,691   74,694    

(5) 番組制作費  1,360,232   1,719,167    

(6) 委託放送費  1,265,790   1,259,754    

(7) 広告営業原価  149,341   172,846    

(8) 衛星放送回線使用料  420,961   423,651    

(9) 減価償却費  304,584   254,245    

(10) 業務委託・協力費  161,095   571,788    

(11) 映画制作費  24,041   -    

(12) その他  526,446 4,509,294 70.9 513,603 5,055,097 76.2 545,803

2. 販売費及び一般管理費 ※２        

(1) 広告宣伝費  157,408   66,336    

(2) 役員報酬  59,205   53,819    

(3) 人件費  428,088   332,099    

(4) 退職給付引当金繰入額  14,029   22,686    

(5) 賞与引当金繰入額  54,280   95,280    

(6) 役員退職慰労引当金繰

入額 
 8,541   15,062    

(7) 地代家賃  90,123   39,389    

(8) 賃借料  16,380   15,141    

(9) 減価償却費  47,117   43,230    

(10) 貸倒引当金繰入額  2,663   4,421    

(11) 旅費交通費  60,757   52,247    

(12) 水道光熱費  17,943   6,763    

(13) 業務委託・協力費  171,372   81,936    

(14) 研究開発費  183   -    

(15) 通信費  21,027   9,972    

(16) 消耗品費  7,497   4,166    

(17) 租税公課  17,947   24,591    

(18) 荷造包装費  11,862   9,675    

(19) その他  212,032 1,398,464 22.0 156,947 1,033,768 15.6 △364,695

営業利益   454,026 7.1  546,435 8.2 92,408
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 第11期 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日）

第12期 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅲ 営業外収益 ※１        

1. 受取利息  9,184   7,789    

2. 受取配当金  975   2,150    

3. 業務協力手数料  21,812   42,223    

4. 損害賠償金収入  8,600   -    

5. その他  2,979 43,551 0.7 12,828 64,991 1.0 21,440

Ⅳ 営業外費用         

1. 支払利息  3,282   3,249    

2. 営業権償却  54,013   54,013    

3. 商標権償却  4,977   5,000    

4. その他  2,141 64,415 1.0 2,112 64,376 1.0 △38

経常利益   433,162 6.8  547,050 8.2 113,887

Ⅴ 特別利益         

1. 貸倒引当金戻入益  5,684   -    

2. 投資有価証券売却益  145,340 151,024 2.4 252,509 252,509 3.8 101,485

Ⅵ 特別損失         

1. 固定資産除却損 ※３ 52,664   18,491    

2. 固定資産売却損 ※４ 8,472   -    

3. 投資有価証券評価損  4,536   39,075    

4. 貸倒引当金繰入額  2,582   964    

5. 子会社清算損  3,089   -    

6. 減損損失 ※５ -   237,000    

7. その他  889 72,236 1.1 - 295,530 4.4 223,294

税引前当期純利益   511,950 8.1  504,029 7.6 △7,920

法人税、住民税及び事

業税 
 137,566   342,732    

法人税等調整額  108,863 246,429 3.9 △126,645 216,086 3.3 △30,343

当期純利益   265,520 4.2  287,943 4.3 22,423

前期繰越利益   720,890   834,494  113,604

当期未処分利益   986,410   1,122,437  136,027
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（３）利益処分案 
  

  

第11期 

株主総会承認日 

（平成17年６月24日） 

第12期 

株主総会承認日 

（平成18年６月21日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

 Ⅰ 当期未処分利益   986,410  1,122,437 

 Ⅱ 利益処分額      

1. 配当金  133,330  133,330  

2. 役員賞与金 

（うち監査役賞与） 
 

18,586 

(2,000) 151,916 

21,270 

(2,500) 154,600 

 Ⅲ 次期繰越利益   834,494  967,837 

      



重要な会計方針 

項目 
第11期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 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）を採用しており

ます。 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

同左 

(1）商品 (1）商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  先入先出法による原価法を採用して

おります。 

同左 

 (2）番組及び仕掛品 (2）番組及び仕掛品 

  個別法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。 

 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、定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数については法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（主に5年）に基づく定額法を採用

しております。 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒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。 

同左 
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項目 
第11期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、次期賞与支給見込額の当期期間

対応分を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度における自己都合退職金要支

給額に基づき計上しております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 ６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

第11期 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は、237,000千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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追加情報 

第11期 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割10,488千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。 

（スリーディーシステム株式会社の連結子会社化） 

 平成18年3月30日開催の当社取締役会において、「ス

リーディーシステム株式会社」の株式を取得し、連結子

会社化することを決議しました。 

 

１．目的 

 デジタル化・ネットワーク化の進展を背景に音楽マー

ケットが急速に変化していく中、特にインディーズ音楽

市場が注目されており、スリーディーシステム株式会社

が持つアーティストおよびノウハウが競争優位性を発揮

できる環境が整いつつあります。今回当社が経営面全般

を主導することで、より強固な事業基盤が構築できるこ

と、および当社の放送メディアを基軸とした事業展開か

ら相乗効果も期待できることから今般スリーディーシス

テム株式会社の株式を取得し、連結子会社化を行うもの

であります。 

 

２．株式の取得方法 

 スリーディーシステム株式会社の第３者割当増資によ

る新株発行の引受による取得（取得価額145百万円）を

予定しております。この取得により、当社の株式所有割

合は現在の21.4％から67.0％となる予定であります。 

 

３．当社連結子会社となるスリーディーシステム株式会

社の概要 (平成18年3月31日現在) 

（1）商号 スリーディーシステム株式会社  

（2）代表者 代表取締役会長 細川 健  

（3）所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目14番6号  

（4）設立年月日 平成12年9月14日  

（5）資本金 210百万円 

（6）主な事業の内容 音楽パッケージ商品の物流および

販売等  

４．日程（予定） 

平成18年6月23日 スリーディーシステム株式会社

定時株主総会決議（減資） 

平成18年7月上旬 増資完了（予定） 
 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第11期 
（平成17年３月31日） 

第12期 
（平成18年３月31日） 

※１ 関係会社に係る注記 ※１ 関係会社に係る注記 

区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
  

買掛金 53,842千円 
  

  
買掛金 327,127千円 

  
※２ 授権株式数及び発行済株式数 ※２ 授権株式数及び発行済株式数 
  

授権株式数    普通株式 88,000株

発行済株式数   普通株式 26,666株
  

  
授権株式数    普通株式 352,000株

発行済株式数   普通株式 106,664株
  

※３ 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

71,953千円であります。 

※３ 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、 

127,914千円であります。 
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（損益計算書関係） 

第11期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 関係会社に係る注記 ※１ 関係会社に係る注記 
  

営業外収益 27,654千円
  

  
番組制作費 

業務協力手数料 

受取利息 

1,229,613千円

42,223千円

6,618千円
  

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 
  

一般管理費及び事業費に含まれている研究開発費

 183千円
  

  
一般管理費及び事業費に含まれている研究開発費

 2,914千円
  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 

工具器具及び備品 1,064千円

ソフトウェア 51,600千円

計 52,664千円
  

※３ 固定資産除却損は、ソフトウェア18,491千円であ

ります。 

※４ 固定資産売却損は、工具器具及び備品8,472千円

であります。 

※４               ────── 

※５             ────── ※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上しました。 

（1）減損損失を計上した資産グループの概要 

用途 種類 

チャンネルのロゴ及び

番組の放送利用許諾 
長期前払費用 

（2）グルーピングの方法 

 当社は、管理会計上の区分、投資の意思決定を基礎

として継続的に収支の把握がなされている単位でグ

ルーピングを実施しております。 

（3）減損損失を認識するに至った経緯 

 当該減損損失の対象となった長期前払費用は、平成

14年1月に取得したチャンネルのロゴ及び放送利用許

諾契約の対価であり、当事業年度末において実施した

当社の番組編成により今後利用する見込みがなくなっ

たことから、未償却残高237,000千円を全額減損損失

として計上しております。 
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（リース取引関係） 

第11期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 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、減損損失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）

機械及び装置 392,008 190,987 201,021

工具器具及び
備品 

40,912 29,112 11,799

合計 432,920 220,100 212,820
  

  

 
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）

機械及び装置 388,133 237,943 150,190

工具器具及び
備品 

43,917 31,583 12,333

合計 432,050 269,527 162,523
  

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 73,775千円

１年超 166,939千円

合計 240,714千円
  

  
１年内 74,684千円

１年超 94,789千円

合計 169,473千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 82,809千円

減価償却費相当額 77,033千円

支払利息相当額 6,929千円
  

  
支払リース料 79,443千円

減価償却費相当額 73,957千円

支払利息相当額 5,198千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

（有価証券関係） 

 第11期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び第12期（自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日）において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。 
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（税効果会計関係） 

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 

  （単位：千円）

第11期 第12期 
 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

繰延税金資産       

未払事業税  12,971   23,283  

賞与引当金  30,380   31,375  

貸倒引当金  36,273   36,631  

退職給付引当金  35,720   44,593  

役員退職慰労引当金  23,651   29,827  

関係会社株式評価損  －   13,817  

投資有価証券評価損  47,781   45,474  

減価償却費  12,032   1,398  

減損損失  －   97,170  

その他  7,426   9,312  

繰延税金資産合計  206,238   332,884  

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  50,001   88,890  

繰延税金負債合計  50,001   88,890  

繰延税金資産（－負債）の純額  156,237   243,994  

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との差異の原因となった主な項目別内訳 

 第11期   第12期  
 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

法定実効税率  41.0%   41.0%  

(調整)       

交際費等永久に損金に算入されない項目  5.8%   4.1%  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  －   △0.1%  

均等割  0.7%   0.8%  

税額控除  △0.9%   △1.2%  

その他  1.5%   △1.7%  

税効果会計適用後の法人税等の負担率   48.1%   42.9%  
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（１株当たり情報） 

第11期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第12期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 138,291.59円 

１株当たり当期純利益 9,260.27円 

  

  

１株当たり純資産額 36,347.68円 

１株当たり当期純利益 2,500.12円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

2,475.64円 

  
 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、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。 

 当社は、平成17年12月9日付で株式１株につき４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前

事業年度における１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。 

 １株当たり純資産額 34,572.90円 

１株当たり当期純利益金額 2,315.07円 

   なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、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。 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

 
第11期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第12期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 265,520 287,943 

普通株主に帰属しない金額（千円） 18,586 21,270 

(うち利益処分による役員賞与金) （18,586） （21,270） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 246,934 266,673 

期中平均株式数（株） 26,666 106,664 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 
  

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― 1,054.88 

（うち新株予約権） ― (1,054.88) 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

第１回新株予約権 

普通株式       389株 

― 

  

（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 

 
（1）役員が兼任する職務の変更 

  （平成18年4月1日付）                        ※（ ）内は現職 

   取締役 管理担当 兼 執行役員 コーポレート企画担当 内田 正宏 

   （取締役 管理担当 兼 執行役員 コーポレート企画室長） 

  

（2）その他役員の異動 

   該当事項無し 
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