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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)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 19,918 4.7 1,287 △8.7 1,359 △4.3

17年３月期 19,025 4.4 1,409 14.4 1,420 16.0
 
 

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 859 3.6 58.31 57.71 13.8 10.2 6.8

17年３月期 829 22.4 111.87 110.84 14.7 11.2 7.5
(注) ①期中平均株式数 18年 3月期 14,740,440 株 17年 3月期 7,415,274 株 

 平成17年５月20日付で１株を２株にする株式分割を実施いたしました。期中平均株式数及び１株当たり当期純利益は、当期期首に

分割が行われたものとして算出しております。なお、１株当たり指標遡及修正値については、次頁(参考情報－１株当たり指標遡及

修正値)をご参照願います。 

 ②会計処理の方法の変更 有  

 ➂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 
 

 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 20.00 － 20.00 292 34.3 4.5

17年３月期 25.00 － 25.00 185 22.3 3.1

 

(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 13,877 6,474 46.7 442.55

17年３月期 12,678 5,978 47.2 806.19
(注) ①期末発行済株式数 18年 3月期 14,630,500 株 17年 3月期 7,415,250 株 

 ②期末自己株式数 18年 3月期 200,080 株 17年 3月期 40 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) 

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 10,100 580 370 － － －

通 期 21,000 1,460 890 － 20.00 20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)  60円 83銭 

※ 業績予想につきましては、業界の動向を含む経済状況、お客様の動向等、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としております

が、種々の不確実な要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。なお、上記業績予想に関

する事項は、添付資料の 12ページを参照してください。 
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（参考情報－１株当たり指標遡及修正値) 

 個別財務諸表の概要に記載されている１株当たり指標を平成 18 年３月期の数値を基準として、これまでに実施し
た株式分割に伴う希薄化を修正・調達した数値を表示しますと、以下のとおりとなります。 

 

平成17年３月期 平成18年３月期 
 

期 末 期 末 

 

１株当たり当期純利益 

１株当たり配当金 

１株当たり株主資本 

       円    銭

         55   94
         12   50
         403   09

       円    銭

         58   31
         20   00
         442   55

   (注)平成 18 年３月期に株式分割を実施 

      効力発生日 平成 17 年５月 20 日に１：２の株式分割 
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１．個別財務諸表等 

 

(1)貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日)
比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円) 
増減率
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,539,762 964,939 △574,822 

２ 受取手形  131,540 58,538 △73,001 

３ 売掛金  4,241,386 4,472,055 230,668 

４ 有価証券  23,798 26,667 2,868 

５ 商品  20,660 10,810 △9,850 

６ 原材料  21,115 4,300 △16,815 

７ 仕掛品  493,475 415,644 △77,831 

８ 貯蔵品  290 230 △59 

９ 前払費用  39,672 52,020 12,347 

10 繰延税金資産  228,934 220,841 △8,093 

11 その他  21,178 27,149 5,970 

貸倒引当金  △4,393 △630 3,763 

流動資産合計  6,757,423 53.3 6,252,567 45.1 △504,855 △7.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 994,701 997,697 2,995 

(2) 構築物  45,952 43,466 △2,485 

(3) 機械及び装置  16,149 15,345 △804 

(4) 車両運搬具  23,907 20,082 △3,825 

(5) 工具器具備品  51,799 48,863 △2,936 

(6) 土地 ※１ 1,747,251 1,747,251 ― 

有形固定資産合計  2,879,762 22.7 2,872,706 20.7 △7,055 △0.2

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  8,224 5,995 △2,228 

(2) 電話加入権  20,159 20,159 ― 

無形固定資産合計  28,383 0.2 26,154 0.2 △2,228 △7.9

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  216,548 776,668 560,119 

(2) 関係会社株式  1,577,492 2,724,200 1,146,708 

(3) 出資金  182,272 182,262 △10 

(4) 長期前払費用  7,810 6,521 △1,289 

(5) 保証金  151,778 168,001 16,223 

(6) 施設利用権  132,267 133,322 1,054 

(7) 繰延税金資産  538,850 530,808 △8,041 

(8) 長期性預金  200,000 200,000 ― 

 (9) その他  23,555 22,331 △1,224 

貸倒引当金  △17,850 △17,850 ― 

投資その他の資産合計  3,012,726 23.8 4,726,267 34.0 1,713,541 56.9

固定資産合計  5,920,872 46.7 7,625,129 54.9 1,704,256 28.8

資産合計  12,678,296 100.0 13,877,696 100.0 1,199,400 9.5
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
増減率 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金 ※３ 2,137,554 2,179,981  42,427 

２ 短期借入金  1,100,004 1,002,670  △97,334 

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 143,960 353,960  210,000 

４ １年以内償還予定 
  社債 

 100,000 100,000  ― 

５ 未払金  69,734 60,020  △9,713 

６ 未払費用  107,276 124,196  16,919 

７ 未払法人税等  360,754 268,065  △92,688 

８ 未払消費税等  82,131 71,620  △10,511 

９ 前受金  69,188 76,366  7,177 

10 預り金  22,848 25,648  2,800 

11 賞与引当金  409,970 419,747  9,777 

12 受注損失引当金  ― 1,571  1,571 

13 その他  2,386 2,114  △271 

流動負債合計  4,605,809 36.3 4,685,963 33.7 80,154 1.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  300,000 200,000  △100,000 

２ 長期借入金 ※１ 503,474 1,187,514  684,039 

３ 退職給付引当金  977,475 1,058,480  81,004 

４ 役員退職慰労引当金  245,965 245,937  △28 

５ 長期未払金  48,368 9,844  △38,523 

６ その他  19,135 15,184  △3,950 

固定負債合計  2,094,419 16.5 2,716,961 19.6 622,541 29.7

負債合計  6,700,229 52.8 7,402,925 53.3 702,696 10.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 438,900 3.5 438,900 3.2 ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  151,112 151,112  ― 

資本剰余金合計  151,112 1.2 151,112 1.1 ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  84,505 84,505  ― 

２ 任意積立金  3,487,878 3,485,166  △2,712 

(1) 特別償却準備金  8,339 5,985  △2,354 

(2) 固定資産圧縮積立金  19,539 19,181  △358 

(3) 別途積立金  3,460,000 3,460,000  ― 

３ 当期未処分利益  1,770,940 2,447,797  676,857 

利益剰余金合計  5,343,325 42.1 6,017,470 43.4 674,144 12.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  44,812 0.4 97,202 0.7 52,389 116.9

Ⅴ 自己株式 ※５ △83 △0 △229,914 △1.7 △229,831 276,239.3

資本合計  5,978,067 47.2 6,474,771 46.7 496,703 8.3

負債資本合計  12,678,296 100.0 13,877,696 100.0 1,199,400 9.5
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(2)損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円)
百分比 
(％) 

金額(千円) 
増減率
(％) 

Ⅰ 売上高  19,025,447 100.0 19,918,163 100.0 892,715 4.7

Ⅱ 売上原価 ※１ 15,123,041 79.5 15,997,429 80.3 874,387 5.8

売上総利益  3,902,406 20.5 3,920,734 19.7 18,327 0.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,493,084 13.1 2,633,557 13.2 140,473 5.6

営業利益  1,409,322 7.4 1,287,176 6.5 △122,145 △8.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,228 2,343  115 

２ 受取配当金  18,996 69,221  50,225 

３ 賃貸料収入 ※２ 46,959 39,863  △7,096 

４ 補助金受入額  6,297 6,170  △127 

５ その他  12,577 18,828  6,251 

営業外収益計  87,059 0.5 136,427 0.6 49,367 56.7

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  31,958 22,279  △9,679 

２ 賃貸料原価  25,863 29,034  3,170 

３ 棚卸資産廃棄損  368 ―  △368 

４ その他  17,680 12,351  △5,328 

営業外費用計  75,870 0.4 63,664 0.3 △12,206 △16.1

経常利益  1,420,511 7.5 1,359,939 6.8 △60,571 △4.3

Ⅵ 特別利益    

  投資有価証券売却益  18,928 69,661  50,733 

特別利益計  18,928 0.1 69,661 0.4 50,733 268.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 5,637 ―  △5,637 

２ 関係会社株式評価損  5,926 ―  △5,926 

特別損失計  11,563 0.1 ― ― △11,563 △100.0

税引前当期純利益  1,427,875 7.5 1,429,601 7.2 1,725 0.1

法人税、住民税及び 
事業税 

 640,840 3.3 586,600 2.9 △54,240 △8.5

法人税等調整額  △42,516 △0.2 △16,526 0.0 25,989 △61.1

当期純利益  829,551 4.4 859,527 4.3 29,975 3.6

前期繰越利益  941,389 1,588,270  646,881 

当期未処分利益  1,770,940 2,447,797  676,857 
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売上原価明細書 

1) 情報サービス売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 材料費  270,580 1.9 231,639 1.6

Ⅱ 労務費 ※２ 4,063,445 28.7 4,260,596 28.5

Ⅲ 経費 ※３ 9,837,954 69.4 10,426,632 69.9

当期総製造費用  14,171,980 100.0 14,918,868 100.0

期首仕掛品棚卸高  412,533 493,475 

合計  14,584,513 15,412,344 

期末仕掛品棚卸高  493,475 415,644 

他勘定振替高 ※４ 20,911 64,394 

再計  14,070,126 14,932,305 

受注損失引当金繰入額  ― 1,571 

当期情報サービス売上原価  14,070,126 14,933,877 

    

 

（脚注） 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 原価計算の方法 

 情報サービス売上原価については、プロジェ

クト別に実際原価による個別原価計算を行って

おります。 

１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 労務費には、次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 355,205千円

退職給付費用 195,904千円
 

※２ 労務費には、次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 366,694千円

退職給付費用 147,603千円
 

※３ 経費のうち主なものは、次のとおりでありま

す。 

外注費 9,171,534千円

賃借料 174,864千円

旅費交通費 180,136千円

減価償却費 45,857千円

消耗品費 133,449千円
 

※３ 経費のうち主なものは、次のとおりでありま

す。 

外注費 9,779,069千円

賃借料 229,741千円

旅費交通費 183,579千円

減価償却費 43,013千円

消耗品費 73,379千円
 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりでありま

す。 

研究開発費 18,061千円

ソフトウェア 2,849千円
 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりでありま

す。 

研究開発費 64,394千円

ソフトウェア ―千円
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2) 商品売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 金額(千円) 

Ⅰ 期首商品棚卸高  18,588  20,660

Ⅱ 当期仕入高  1,054,987  1,053,701

計  1,073,575  1,074,361

Ⅲ 期末商品棚卸高  20,660  10,810

当期商品売上原価   1,052,914  1,063,551
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(3)利益処分案 

 

株主総会承認年月日  
前事業年度 

(平成17年６月24日) 
当事業年度 

(平成18年６月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,770,940  2,447,797

Ⅱ 任意積立金取崩高   

(1)特別償却準備金取崩高  2,354  2,354

(2)固定資産圧縮積立金取崩 
高 

 358 2,712  358

合計  1,773,652  2,450,510

Ⅲ 利益処分額   

 配当金  185,382 185,382 292,610 292,610

Ⅳ 次期繰越利益  1,588,270  2,157,900

      

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当する事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当する事項はありません。 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

(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 

    決算期末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) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

２ 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 

(2) 原材料 

  移動平均法による原価法 

(3) 仕掛品 

  個別法による原価法 

(4) 貯蔵品 

  終仕入原価法 

(1) 商品 

同左 

(2) 原材料 

同左 

(3) 仕掛品 

同左 

(4) 貯蔵品 

同左 

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日以降取得

した建物(建物附属設備は除く)につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

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。 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 市場販売目的のソフトウェア 

  見込販売期間(３年以内)における

見込販売数量に基づく償却額と販売

可能な残存有効期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか大きい額を

計上しております。 

――――――――― 

無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 自社利用のソフトウェア 

  見込利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 受注損失引当金 

―――――― 

(3) 受注損失引当金 

 ソフトウェアの請負契約に基づく

開発のうち、当事業年度末時点で将

来の損失が見込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能

なものについては、将来発生が見込

まれる損失額を計上しております。

 (4) 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、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上し

ております。 

   未認識数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数(５年)による

定額法により、その発生時の翌期

から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金支給規程

に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

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 

６ 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 

 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。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

────────── (損益計算書) 

 当事業年度から、｢棚卸資産廃棄損｣(当事業年度118

千円)は、金額が僅少となったため、営業外費用の｢そ

の他｣に含めて表示しております。 
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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 

 当事業年度から｢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｣(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)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 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

──────────  (受注損失引当金) 

 当事業年度では、請負契約に基づく提案型ソリュー

ション業務や新規技術開発を伴う業務において、政策

的な受注や仕様調整の受入等により、プロジェクトの

実行予算上、開発原価が受注金額を超える部分が発生

したため、受注損失引当金1百万円を計上しておりま

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３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 177,604千円

土地 280,160千円

計 457,764千円

   担保付債務は次の通りであります。 

長期借入金 96,000千円

(内、１年以内返済長期借入金 24,000千円)

    なお、上記の他、加入する協同組合広島インテ

リジェントセンターの借入金1,158,563千円に対

して建物180,386千円、土地317,783千円を担保に

供しております。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 174,219千円

土地 280,160千円

計 454,379千円

   担保付債務は次の通りであります。 

長期借入金 72,000千円

(内、１年以内返済長期借入金 24,000千円)

    なお、上記の他、加入する協同組合広島インテ

リジェントセンターの借入金969,937千円に対し

て建物172,264千円、土地317,783千円を担保に供

しております。 

 ２ 保証債務 

    関係会社の金融機関からの借入金に対し、次の

とおり債務保証を行っております。 

株式会社東北情報センター 29,000千円
 

 ２ 保証債務 

    関係会社の金融機関からの借入金に対し、次の

とおり債務保証を行っております。 

株式会社東北情報センター 6,000千円
 

※３ 関係会社に対する債権・債務 

    関係会社に対するもので、区分掲記されたもの

以外の各科目に含まれているものは、次のとおり

であります。 

買掛金 357,462千円
 

※３ 関係会社に対する債権・債務 

    関係会社に対するもので、区分掲記されたもの

以外の各科目に含まれているものは、次のとおり

であります。 

買掛金 393,146千円
 

※４ 会社が発行する株式 普通株式 20,000千株

   発行済株式総数 普通株式  7,415千株
 

※４ 会社が発行する株式 普通株式40,000千株

   発行済株式総数 普通株式14,830千株
 

※５ 自己株式の保有数 
 
 

  普通株式 
40株

※５ 自己株式の保有数 
 
 

  普通株式 
200,080株

 ６ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する金額

は、44,812千円であります。 

 

 ６ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する金額

は、97,202千円であります。 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

当期製造費用 24,456千円

一般管理費 18,061千円

計 42,518千円
 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。 

当期製造費用 ─千円

一般管理費 64,394千円

計 64,394千円
 

※２ 関係会社に対するもので、区分掲記されたもの以

外の各科目に含まれているものは、次のとおりで

あります。 

賃貸料収入 33,490千円

受取配当金 16,469千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

土地 5,637千円
 

※２ 関係会社に対するもので、区分掲記されたもの以

外の各科目に含まれているものは、次のとおりで

あります。 

賃貸料収入 38,759千円

受取配当金 65,900千円

────────── 
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

 
工具器具
備品 

 (千円) 

取得価額 
相当額 

19,215

減価償却 
累計額 
相当額 

17,075

期末残高 
相当額 

2,140
 

 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
備品 

 (千円) 

取得価額
相当額 

4,792

減価償却
累計額 
相当額 

3,993

期末残高
相当額 

798
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,431千円

１年超 849千円

計 2,281千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 726千円

１年超 122千円

計 849千円
 

 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 5,528千円

減価償却費相当額 5,217千円

支払利息相当額 122千円
 

 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 1,465千円

減価償却費相当額 1,342千円

支払利息相当額 33千円
 

 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。 

 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 

   ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

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。 

   利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

子会社株式及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18年３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。 

 

(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31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) 

たな卸資産評価損否認 971千円

ソフトウェア償却限度超過額 61,633千円

投資有価証券評価損否認 24,705千円

その他の投資評価損否認 6,671千円

未払事業税否認 28,331千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 7,264千円

賞与引当金損金算入限度超過額 166,857千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 381,612千円

役員退職慰労引当金否認 100,108千円

その他有価証券評価差額金 2,288千円

その他 53,517千円

 繰延税金資産小計 833,961千円

 評価性引当額 △18,676千円

 繰延税金資産合計 815,285千円

 (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △30,227千円

特別償却準備金 △4,107千円

固定資産圧縮積立金 △13,164千円

 繰延税金負債合計 △47,500千円

繰延税金資産の純額 767,784千円
  

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) 

たな卸資産評価損否認 132千円

ソフトウェア償却限度超過額 34,799千円

投資有価証券評価損否認 24,705千円

その他の投資評価損否認 6,671千円

未払事業税否認 23,945千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 7,264千円

賞与引当金損金算入限度超過額 170,837千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 429,727千円

役員退職慰労引当金否認 100,096千円

その他有価証券評価差額金 1,048千円

その他 50,569千円

 繰延税金資産小計 849,798千円

 評価性引当額 △21,088千円

 繰延税金資産合計 828,710千円

 (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △61,649千円

特別償却準備金 △2,491千円

固定資産圧縮積立金 △12,918千円

 繰延税金負債合計 △77,060千円

繰延税金資産の純額 751,649千円
  

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異が、法定実効税率の百分の五以下

であるため、注記を省略しております。 
 

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異が、法定実効税率の百分の五以下

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) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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           806円19銭 １株当たり純資産額           442円55銭

１株当たり当期純利益          111円87銭 １株当たり当期純利益           58円31銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益          110円84銭
 

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益           57円71銭

 当社は、平成17年５月20日付で、株式１株につき２

株の株式分割を行っております。 

 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           403円09銭
 
１株当たり当期純利益           55円94銭
 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益           55円42銭
 

（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 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 829,551 859,527

普通株式に係る当期純利益(千円) 829,551 859,527

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,415 14,740

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増加数の主要な内訳(千株)
新株予約権 69 154

普通株式増加数(千株) 69 154

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まれなかった潜
在株式の概要 

― ─
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(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 平成17年１月28日開催の当社取締役会決議に基づ

き、次のとおり、株式分割を行いました。 

１ 平成17年５月20日付をもって、次のとおり普通株式

１株を２株に分割しました。 

(1) 分割により増加した株式数 

普通株式 7,415,290株 

(2) 分割方法 

平成17年３月31日 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しまし

た。 

２ 配当起算日 

平成17年４月１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、それぞれ次のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

       357円90銭 

１株当たり純資産額 

      403円９銭

１株当たり当期純利益 

       45円72銭 

１株当たり当期純利益 

       55円94銭

潜在株式調整後１株当た 

り当期純利益 

       45円57銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

       55円42銭

  

 当社は、平成18年４月１日付で退職金規程の改正を

おこない、適格退職年金制度及び退職一時金制度を確

定拠出年金制度へ移行しております。本移行に伴う翌

事業年度に与える影響額は、61,370千円(特別利益）の

見込みであります。 
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役員の異動 

 

 

１．代表者の異動 

 

記載が可能になり次第開示します。 

 

 

２．その他の取締役の異動 

 

①取締役の異動 

 

記載が可能になり次第開示します。 

 

②監査役の異動 

 

記載が可能になり次第開示します。 

 

 

 

 

 

以上 
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