
平成 18 年 3 月期 個別財務諸表の概要
平成 18 年 4月 27日

上場会社名 クラビット株式会社 大証ヘラクレス

コ ー ド番号 ４３４７ 東京都

ＴＥＬ (０３) ６４３９-３７２５

中間配当制度の有無　　 有

単元株制度採用の有無　　有

 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 （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 　％　

30.1    28.4    

17.4    16.9    

百万円　 　％　 円　銭　 　％　 　％　 　％　

94.6

△126.6

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期 17 年 3 月期
②会計処理の方法の変更 有
③売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。
④17年３月期につきましては、当期純損失を計上しておりますので、潜在株式調整後１株当り当期純利益は
   記載しておりません。

（2） 配当状況

円　銭　 円　銭　 円　銭　 百万円　 　％　 　％　

（3） 財政状態

百万円　 百万円 　％　 円 銭

09

60

(注) ①期末発行済株式数 18 年 3 月期 17 年 3 月期 8,395,100株
②期末自己株式数 18 年 3 月期 17 年 3 月期 173株

 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）

円　銭　 円　銭　 円　銭　

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 28円81銭
※１ 平成18年１月25日開催の取締役会において、平成18年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分割することを
　　　決議いたしました。上記１株当たり年間配当金及び１株当たり予想当期純利益（通期）の算出につきましては、
　　　当該株式分割の影響を考慮しております。
※２ 業績予想については、当社および当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成して
　　　おりますが、リスクや不確実性を含んでおります。

上 場 取 引 所

本 社 所 在 都 道 府 県

4,100
9,100

650

17,356,400 株
346 株

400
1,700

百万円

17 年 3 月期

百万円

　－

売上高

経常利益率

32.3    64.4    

総資本

19.8    

8,360,495 株

経　常　利　益

加 納 彰

平成 18 年 4月 27日

氏 名

平成 18年  6月 16日 

売　　上　　高 営　業　利　益

（URL　http://www.clubit.co.jp/）

代表者役職名

氏 名

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役財務経理本部長

2,7818,634

決算取締役会開催日

定時株主総会開催日

　　△21.018 年 3 月期

18 年 3 月期

17 年 3 月期

10   00     －

－

17 年 3 月期

18 年 3 月期

当期純利益

－1,716

10,935 2,137

           96   48     

　    △2.2

当期純利益

18 年 3 月期

17 年 3 月期

－　

通　期

総　資　産

中間期

売　　上　　高 経常利益

5   00      
2   50      － －

期　　末

配当性向

－ 2   50      

配当金総額

中　　間

1株当たり年間配当金

－

55.5

103

(年　間）

173

配当率

１株当たり株主資本

－

経常利益率

9.1

159

株主資本

代 表 取 締 役 社 長

橋 本 太 郎

株主資本比率

円　銭　

株主資本

当期純利益率

34.8    

2,785

2,168

9.9

期　　末

10   00     

　－

中　　間

1株当たり年間配当金

1株当たり

1株当たり当期純利益

潜在株式調整後

   101  05     

△352  60     △2,947

16,987,256 株

－ －

23.7

1,000

当期純利益

株　主　資　本

2,761

869

百万円

4,973

3,675
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【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

   
  

第９期 
(平成17年３月31日現在) 

第10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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   1,560,043   2,028,007  

２ 売掛金 ※１  1,182,489   624,817  

３ 商品   48,194   39,958  

４ 番組勘定   ―   378,729  

５ 前渡金   24,180   ―  

６ 前払費用   22,396   16,439  

７ 繰延税金資産   204,789   202,884  

８ 未収入金 ※１  146,951   41,507  

９ 立替金   31,968   10,693  

10 短期貸付金   ―   10,000  

11 その他   29,244   ―  

貸倒引当金   △236,032   △13,536  

流動資産合計   3,014,226 82.0  3,339,501 67.1 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  6,265   8,058   

減価償却累計額  2,462 3,802  3,306 4,752  

(2) 工具器具備品  1,202,354   1,147,302   

減価償却累計額  791,127 411,226  903,614 243,687  

(3) 建設仮勘定   ―   13,412  

有形固定資産合計   415,029 11.3  261,853 5.3 

２ 無形固定資産        

(1) 特許権   725   625  

(2) 商標権   2,461   2,047  

(3) ソフトウェア   155,792   369,987  

(4) 電話加入権   72   127  

無形固定資産合計   159,051 4.3  372,788 7.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   2,853   220,870  

(2) 関係会社株式   43,624   723,124  

(3) 長期前払費用   3,618   ―  

(4) 繰延税金資産   5,361   18,579  

(5) 差入保証金   7,015   7,049  

(6) 保険積立金   24,915   29,898  

投資その他の資産合計   87,388 2.4  999,522 20.1 

固定資産合計   661,469 18.0  1,634,164 32.9 

資産合計   3,675,696 100.0  4,973,666 100.0 
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第９期 
(平成17年３月31日現在) 

第10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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金 ※１  504,863   409,128  

２ 短期借入金   50,000   ―  

３ 一年以内償還予定の社債   ―   221,550  

４ 未払金   189,719   245,651  

５ 未払費用   75,424   161,724  

６ 未払法人税等   568,512   856,504  

７ 未払消費税等   192,670   15,712  

８ 前受金   945,214   205,122  

９ 預り金   20,440   19,569  

10 その他   1,483   593  

流動負債合計   2,548,330 69.3  2,135,557 42.9 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債   221,550   ―  

２ 役員退職慰労引当金   ―   45,583  

３ 預り保証金   31,601   31,402  

４ その他   4,467   ―  

固定負債合計   257,619 7.0  76,986 1.6 

負債合計   2,805,949 76.3  2,212,543 44.5 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  536,678 14.6  623,828 12.5 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  162,815   250,526   

資本剰余金合計   162,815 4.4  250,526 5.0 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 当期未処分利益  170,464   1,886,979   

利益剰余金合計   170,464 4.7  1,886,979 38.0 

Ⅳ 自己株式 ※３  △211 △0.0  △211 △0.0 

資本合計   869,746 23.7  2,761,122 55.5 

負債資本合計   3,675,696 100.0  4,973,666 100.0 
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② 【損益計算書】 

  
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10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 
(％) 

Ⅰ 売上高   10,935,382 100.0  8,634,829 100.0 
Ⅱ 売上原価   6,848,710 62.6  3,774,736 43.7 

売上総利益   4,086,671 37.4  4,860,092 56.3 
Ⅲ 販売費及び一般管理費        
１ 役員報酬  70,032   73,809   
２ 従業員給与  278,663   381,770   
３ 従業員賞与  88,582   133,935   
４ 法定福利費  42,846   55,221   
５ 役員退職慰労引当金繰入額  ―   9,166   
６ 雑給  59,967   64,958   
７ 業務委託費  448,027   389,140   
８ 荷造運賃  246,413   172,182   
９ 広告宣伝費  46,317   103,456   
10 販売促進費  3,384   35,026   
11 印刷費  221,471   163,434   
12 支払手数料  36,692   52,612   
13 支払報酬  28,252   36,858   
14 減価償却費  24,071   21,101   
15 長期前払費用償却  1,603   ―   
16 貸倒引当金繰入額  38,012   ―   
17 貸倒損失  14,809   ―   
18 その他  299,718 1,948,867 17.9 386,013 2,078,688 24.1 

営業利益   2,137,804 19.5  2,781,404 32.2 
Ⅳ 営業外収益        
１ 受取利息 ※１ 63,809   118   
２ 為替差益  ―   2,825   
３ 受入手数料  15,373   ―   
４ 貯蔵品売却益  38,406   1,635   
５ その他  12,469 130,058 1.2 7,653 12,232 0.1 

Ⅴ 営業外費用        
１ 支払利息 ※２ 68,156   239   
２ 社債利息 ※２ 3,756   3,766   
３ 為替差損  7,196   ―   
４ 出資金組合損益分配損  ―   4,129   
５ その他  20,093 99,203 0.9 ― 8,135 0.0 

経常利益   2,168,659 19.8  2,785,501 32.3 
Ⅵ 特別利益        
 １ 投資有価証券売却益  4,695   ―   
 ２ 受入補償金 ※３ 19,614   ―   
 ３ 貸倒引当金戻入益 ※４ ― 24,309 0.2 182,438 182,438 2.1 
Ⅶ 特別損失        
１ 貯蔵品評価損 ※５ 6,575   22,666   
２ 固定資産除却損 ※６ 8,644   ―   
３ 関係会社株式売却損 ※７ 4,174,000   ―   
４ 投資有価証券評価損  48,750   2,496   
５ 投資有価証券売却損  ―   56   
６ 過年度役員退職慰労引当金 

繰入額 
※８ ― 4,237,970 38.7 42,416 67,637 0.8 

税引前当期純利益 
又は当期純損失(△) 

  △2,045,002 △18.7  2,900,302 33.6 

法人税、住民税及び事業税  767,294   1,195,099   
法人税等調整額  135,557 902,851 8.3 △11,312 1,183,787 13.7 
当期純利益 
又は当期純損失(△) 

  △2,947,853 △27.0  1,716,515 19.9 

前期繰越利益   3,118,317   170,464  
当期未処分利益   170,464   1,886,979  
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売上原価明細書 

  
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 支払手数料 ※１ 4,828,444 70.5 1,985,583 52.6 

Ⅱ リース料 ※２ 600,192 8.8 190,761 5.0 

Ⅲ 減価償却費  1,054,036 15.4 426,971 11.3 

Ⅳ コンテンツ権利料  ― ― 605,832 16.1 

Ⅴ その他  366,036 5.3 565,586 15.0 

売上原価  6,848,710 100.0 3,774,736 100.0 

(注) ※１ CS放送サービス事業における、会員の解約に伴う取次店への支払手数料の戻入額(第９期 

43千円)が相殺されております。 

※２ CS放送サービス事業における、会員の解約に伴うCSチューナー・アンテナのリース契約に 

係る解約金(第９期50,281千円、第10期2,928千円)が含まれております。 
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③ 【利益処分計算書】 

 

期別及び株主総会承認日  
第９期 

(平成17年６月17日) 
第10期 

(平成18年６月16日) 

区分  金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   170,464  1,886,979 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金   ― 173,560 173,560 

Ⅲ 次期繰越利益   170,464  1,713,419 
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重要な会計方針 

 

項目 
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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を採用して

おります。 
(2) その他有価証券で時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して
おります。 
 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
同左 

 
(2) その他有価証券で時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して
おります。 
なお、投資事業有限責任組合への出

資(証券取引法第２条第２項により有
価証券とみなされるもの)について
は、組合契約に規定される決算報告日
に応じて入手可能な最近の決算書を基
礎とし、持分相当額で取り込む方法に
よっております。損益の持分相当額に
ついては営業外損益に計上しておりま
す。 

２ デリバティブの評
価基準 

時価法を採用しております。 ―――――― 

３ 棚卸資産の評価基
準及び評価方法 

―――――― (1) 商品 
先入先出法による原価法を採用して

おります。 
 (2) 商品 

先入先出法による原価法を採用して
おります。 

―――――― 

 ―――――― (2) 番組勘定 
個別法による原価法を採用しており

ます。 

４ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (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(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 

５ 引当金の計上基準 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。 
 

―――――― 

貸倒引当金 
同左 
 
 

 
 

役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく当期末要支給額を計上して
おります。 

６ リ―ス取引の処理

方法 

リ―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―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 

７ 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について 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

同左 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

第９期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10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。これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 

 

（追加情報） 
 

第９期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― 

 

当事業年度より、役員退職慰労金制度を導入し、役

員退職慰労金内規を制定したため、役員退職慰労引当

金を計上しております。これに伴い、当期発生額

9,166千円は、販売費及び一般管理費へ、過年度分

42,416千円は特別損失に計上しております。この結

果、営業利益および経常利益は9,166千円、税引前当

期純利益は51,583千円それぞれ少なく計上されており

ます。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
第９期 

(平成17年３月31日現在) 
第10期 

(平成18年３月31日現在) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 413,268千円(譲渡担保) 

未収入金  7,856千円(譲渡担保) 

合計 421,125千円 

担保付債務 

買掛金  5,218千円

上記担保は、CSチューナー・アンテナに係るリー

ス債務113,269千円(上記買掛金5,218千円を含む)に

対して、現在及び将来において発生する、会員規約

に基づき会員に対して有する債権、マーケティング

契約に基づき委託放送会社に対して有する債権、並

びに会員及び取次店に対して有するCSチューナー・

アンテナの販売に係る債権を譲渡担保としたことに

より生じたものであります。なお、当事業年度末現

在の当該債権は、上記売掛金413,268千円及び未収

入金7,856千円であります。 

 

―――――― 

 

 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式

 

32,000,000株

発行済株式総数 

普通株式

 

8,395,100株

  
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式

 

64,000,000株

発行済株式総数 

普通株式

 

17,356,400株

  
 

  

※３ 自己株式の保有数 

普通株式

 

173株

  
 

※３ 自己株式の保有数 

普通株式

 

346株

  
 

―――――― 

 

４ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBIブロードバンドフ

ァンド１号投資事業有限責任組合に１口100,000千円

の出資をおこなう契約を締結致しました。当事業年度

末における同組合に対する払込額は25,000千円であ

り、残額75,000千円については同組合への出資義務を

負っております。 
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(損益計算書関係) 

 
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する営業外収益 

受取利息 60,893千円

 
 

※１ 関係会社に対する営業外収益 

受取利息 85千円

 
 

※２ 関係会社に対する営業外費用 

支払利息 27,473千円

社債利息 3,756千円

 
 

※２ 関係会社に対する営業外費用 

社債利息 3,766千円

 
 

※３ ブロードメディア総研㈱のCDN取次店契約の不履
行に係る補償金 

 19,614千円
 

―――――― 

 
 

――――――― ※４ ClubiT CS衛星放送会の新規会員獲得の終了から

４年経過し、新規の発生がなくなったことに伴

い、従来、個別に引当を行っていた債権ならびに

引当対象債権が減少したことによるものです。 

 
※５ CSチューナー・アンテナ等の評価減を行ってお

ります。 

 6,575千円
 

※５ CSチューナー・アンテナ等の評価減を行っており
ます。 

 22,666千円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

   本社移転に伴い、以下の固定資産を除却しており

ます。 

建物 7,718千円

工具器具備品 926千円

 
 

―――――― 

 

 

 

 

 
 

※７ ビー・ビー・ケーブル㈱株式売却損 

 4,174,000千円

  

―――――― 

 
 

――――――― 

 

※８ 当事業年度より、役員退職引当金慰労金制度を導

入し、役員退職慰労金内規を制定したため、役員

退職慰労引当金を計上しております。これに伴う

過年度分の計上額であります。 
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(リース取引関係) 

 
第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

 
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) 

工具器具備品 
(CSチューナー 
・アンテナ等) 

1,280,016  879,710  400,305 

    
 

(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) 

工具器具備品 
(CSチューナー 
・アンテナ等) 

212,122 117,994 94,127 

    
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 334,357千円

１年超 78,410千円

合計 412,768千円

 
 

(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 51,941千円

１年超 47,920千円

合計 99,861千円

 
 

(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 550,798千円

減価償却費相当額 476,792千円

支払利息相当額 44,956千円

 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失、支払利息相当額 

支払リース料 189,950千円

減価償却費相当額 164,336千円

支払利息相当額 15,457千円

 
 

(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、残価保証額を残存価額

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 

同左 

(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 

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。 
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第９期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第10期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ ビー・ビー・ケーブル㈱に転貸していたリース物件

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 

    なお、当該取引は平成16年９月30日で終了しており

ます。 

(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) 

機械装置 ― ― ― 

ソフトウェア ― ― ― 

合計 ― ― ― 

    
 

―――――― 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 ― 千円

１年超 ― 千円

合計 ― 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 84,600千円

減価償却費相当額 74,509千円

支払利息相当額 12,228千円

 
 

 

(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、残価保証額を残存価額

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。 
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(有価証券関係) 

第９期(平成17年３月31日現在) 

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。 

２. 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

 

43,624 

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 

 

2,853 

合計 46,478 

３.当期中に売却したその他有価証券 

区分 計上額（千円） 

売却額 5,046 

売却益の合計額 4,695 

 

 

第10期(平成18年３月31日現在) 

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。 

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

第９期(平成17年３月31日現在) 

デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 
第９期 

(平成17年３月31日現在) 
第10期 

(平成18年３月31日現在) 

１ 連結納税制度 

連結納税制度を適用しております。 

 

２ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額  73,417千円 

貸倒損失否認  6,420千円 

未払賞与否認  23,935千円 

貯蔵品評価損否認  13,491千円 

投資有価証券評価損否認  4,942千円 

未払事業税  71,975千円 

その他  15,967千円 

繰延税金資産合計 210,150千円 
  

１ 連結納税制度 

連結納税制度を適用しております。 

 

２ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額 △16,935千円 

貸倒損失否認 4,626千円 

未払賞与否認 27,608千円 

貯蔵品評価損否認 7,864千円 

未払費用否認 40,715千円 

未払事業税 92,908千円 

買掛金否認 17,064千円 

役員退職慰労引当金否認 18,547千円 

その他 29,064千円 

繰延税金資産合計 221,463千円 
 
 

３ 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 40.69%

調整 

評価性引当額の減少  3.81%

ビー・ビー・ケーブル㈱の連結納税

グループ離脱に伴う同社株式譲渡損

益の修正 

△89.27%

その他  0.62%

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
△44.15%

 
 

３ 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 

当事業年度につきましては、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間の差異が法定実

効税率の100分の５以下であるため注記を省略してお

ります。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 

第９期 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

第10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 103円60銭 159円09銭 

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失金額(△) 
△352円60銭 101円05銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  96円48銭 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益につきましては、１

株当たり当期純損失が計上されて

いるため、記載しておりません。 

 

 

当社は、平成17年５月20日付

で普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。 

なお、前期首に当該株式分割

が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。 

 

第９期 

１株当たり純資産額 

51円80銭 

１株当たり当期純損失金額 

176円30銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株

当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりませ

ん。 
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（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)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。 
 

項目 

第９期 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

第10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 
又は当期純損失金額(△) 

  

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △2,947,853 1,716,515 

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 

又は当期純損失(△) (千円) 
△2,947,853 1,716,515 

期中平均株式数(株) 8,360,495 16,987,256 

   

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) ― 804,893  

（うち新株引受権(株)） ― (593,667) 

（うち新株予約権(株)） ― (211,226) 
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(重要な後発事象) 

第９期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

１ 提出会社株式の分割（無償交付） 

提出会社は、平成17年３月１日開催の取締役会において、株式の流動性を高めるとともに、株主数

の増加を図ることを目的として、株式の分割（無償交付）に関し、下記の通り決議いたしました。 

(1) 株式分割の概要 

平成17年５月20日付をもって、次の通り普通株式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8,395,100株 

2. 分割の方法 

平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録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する。 

(2) 配当起算日  平成17年４月１日 

(3) 提出会社が発行する株式の総数の増加 

平成17年５月20日付をもって提出会社の定款第５条を変更し、発行する株式の総数を32,000,000

株増加して64,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権証券及び新株予約権の行使価額を平成17年４月１日以降、

次の通り調整する。 

銘柄 調整後行使価額 調整前行使価額 

第１回新株予約権証券 187.5円 375円 

第２回新株予約権証券 187.5円 375円 

平成16年度第１回新株予約権 931円 1,861円 

(6) 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における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期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

項目 第８期 第９期 

１株当たり純資産額 227円76銭 51円80銭 

１株当たり当期純利益 

又は純損失(△)金額 

45円56銭 △176円30銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

43円54銭 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益につきましては、１株当たり

当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

２ CDNソリューションズ㈱の子会社化 

提出会社は、平成17年４月１日付で、CDNソリューションズ㈱の発行済株式の90%(13,500株)

を、ブロードメディア総研㈱から対価270,000千円にて取得いたしました。 

CDNソリューションズ㈱は、提出会社と同じくソフトバンク・ブロードメディア・グループの

事業会社であり、事業領域的にも提出会社と近い関係にあります。従来、提出会社のCDN事業は

米Speedera Networks社の技術と提出会社が独自に構築した国内配信網を活用し、特に国内向け

配信に強いサービスを提供してまいりました。これに対してCDNソリューションズ㈱は米Akamai 

technologies社の国内最大のリセラーとして、特に海外向け配信に強いサービスを提供してき

ましたが、この度、米国においてAkamai technologies社がSpeedera Networks社を買収するこ

とについての契約締結が発表されました。これを受けて提出会社は、ブロードバンド時代に一

層多様化する顧客企業のニーズに応えるために、Akamai technologies社、Speedera Networks

社が、それぞれが得意とするサービスを組み合わせて、最適なソリューションを顧客企業に提

供していく体制を整えることを決定し、その一環としてCDNソリューションズ㈱の株式を取得い

たしました。 

なお、対価の支払は自己資金により、銀行振込にて支払済みであります。 
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CDNソリューションズ㈱の概要 

本社所在地 東京都港区 

事業内容 コンテンツ・デリバリー・ネットワーク(CDN)事業 

直近事業年度における概況  

 事業年度 平成17年３月期 

 資本金 600,000千円 

 総資産 170,834千円 

 売上高 668,743千円 

営業利益 158,901千円 

 経常利益 153,691千円 

 当期純利益 197,881千円 

 従業員数 ７名 
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第10期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 提出会社株式の分割（無償交付） 

提出会社は、平成18年１月25日開催の取締役会において、株式の流動性を高めるとともに、株主数の

増加を図ることを目的として、株式の分割（無償交付）に関し、下記の通り決議いたしました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、次の通り普通株式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17,356,400株 

2. 分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録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する。 

(2) 株券交付日  平成18年５月19日 

(3) 配当起算日  平成18年４月１日 

(4) 提出会社が発行する株式の総数の増加 

平成18年４月１日付をもって提出会社の定款第５条を変更し、発行する株式の総数を64,000,000

株増加して128,000,000株とする。 

(5) その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

(6) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権証券及び新株予約権の行使価額を平成18年４月１日以降、

次の通り調整する。 

銘柄 調整後行使価額 調整前行使価額 

第１回新株予約権証券 93.8円 187.5円 

第２回新株予約権証券 93.8円 187.5円 

平成16年度第１回新株予約権 466円 931円 

平成17年度第１回新株予約権 1,270円 2,539円 

(7) 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における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期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

項目 第９期 第10期 

１株当たり純資産額 25円90銭 79円54銭 

１株当たり当期純利益 

又は純損失(△)金額 

△88円15銭 50円52銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益につきましては、１株当たり当期

純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

48円24銭 

 

 




