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平成 18 年 3 月期        個別財務諸表の概要        平成 18 年５月 10 日 
 
上場会社名 株式会社エス・イー・ラボ 上場取引所 株式会社大阪証券取引所 
コード番号 ４７８９                           (ヘラクレス市場) 
（ＵＲＬ http://www.selab.co.jp） 
代  表  者  役職名 代表取締役社長 本社所在都道府県 東京都 
         氏 名 高橋正行 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役 管理本部長 
         氏 名 川又政治 ＴＥＬ０３－３９８８－４７８９ 
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 10 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 19 日 定時株主総会開催日 平成 18 年６月 16 日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株）  
 
 

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                                    （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 2,992 (19.3) △84 ( - ) △78 ( - ) 

17 年３月期 2,507 (△2.2) 53 (40.1) 55 (△4.9) 
 

 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 △128 ( - ) △33 78 - - △8.4 △3.6 △2.6 

17 年３月期 17 ( - ) 4 62 - - 1.1 2.4 2.2 

（注）１．期中平均株式数 18 年３月期  3,796,295 株   17 年３月期  3,797,494 株 
２．会計処理の方法の変更  有 
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 
 

 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 10 00 0 0 10 00 37 － 2.7 

17 年３月期 10 00 0 0 10 00 37 216.4 2.3 
 
(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 2,020 1,414 70.0 372 66 

17 年３月期 2,390 1,622 67.9 427 42 

（注）１．期末発行済株式数 18 年３月期  3,796,295 株    17 年３月期  3,796,295 株 
   ２．期末自己株式数  18 年３月期  1,705 株    17 年３月期  1,705 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 1,473 26 △22 - - - - - - 

通  期 3,006 93 40 - - 10 00 10 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10 円 54 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場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６ページをご参照ください。 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

比較増減
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  847,889 607,133  

２．受取手形  － 1,974  

３．売掛金 ※２ 728,044 829,013  

４．商品  11,024 －  

５．製品  － 75  

６．仕掛品  160,927 43,193  

７．貯蔵品  2,076 1,597  

８．前渡金  2,121 1,487  

９．前払費用  10,677 11,952  

10．繰延税金資産  55,875 90,825  

11．未収入金 ※２ － 20,660  

12．その他 ※２ 24,836 345  

貸倒引当金  △720 △808  

流動資産合計  1,842,753 77.1 1,607,452 79.6 △235,301

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 129,203 129,797   

減価償却累計額  64,811 64,391 69,816 59,981  

(2）工具器具及び備品  57,297 67,626   

減価償却累計額  40,154 17,142 47,268 20,357  

(3）土地 ※１ 17,900 17,900  

有形固定資産合計  99,435 4.2 98,239 4.8 △1,195

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  37,643 33,577  

(2）その他  4,212 4,478  

無形固定資産合計  41,855 1.7 38,056 1.9 △3,799
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

比較増減
（千円）

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  112,991 108,596  

(2）関係会社株式  115,000 42,900  

(3）破産・更生債権等  1,391 1,391  

(4) 長期前払費用  397 220  

(5）繰延税金資産  103,703 25,875  

(6）敷金及び保証金  57,691 80,601  

(7）会員権等  19,700 11,300  

(8）その他  8,000 8,000  

貸倒引当金  △12,591 △1,991  

投資その他の資産合計  406,283 17.0 276,893 13.7 △129,390

固定資産合計  547,574 22.9 413,188 20.4 △134,385

資産合計  2,390,328 100.0 2,020,640 100.0 △369,687

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２ 363,857 234,579  

２．短期借入金 ※１ 100,000 100,000  

３．未払金  2,920 3,046  

４．未払費用  35,784 46,585  

５．未払法人税等  52,031 1,407  

６．未払消費税等  16,174 17,514  

７．前受金  3,551 2,025  

８．預り金  4,548 4,953  

９．前受収益  － 396  

10．賞与引当金  75,636 65,800  

11．その他  283 316  

流動負債合計  654,787 27.4 476,625 23.6 △178,161
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

比較増減
（千円）

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  78,674 90,769  

２．役員退職慰労引当金  34,242 38,535  

固定負債合計  112,916 4.7 129,304 6.4 16,388

負債合計  767,704 32.1 605,930 30.0 △161,773

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 616,800 25.8 616,800 30.5 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  673,800 673,800   

資本剰余金合計  673,800 28.2 673,800 33.4 －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  23,750 23,750   

２．任意積立金    

(1）買換資産圧縮積立金  1,569 1,511   

(2）別途積立金  50,000 50,000   

３．当期未処分利益  245,681 40,432   

利益剰余金合計  321,001 13.4 115,693 5.7 △205,307

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 11,577 0.5 8,970 0.4 △2,606

Ⅴ 自己株式 ※４ △554 △0.0 △554 △0.0 －

資本合計  1,622,624 67.9 1,414,710 70.0 △207,913

負債・資本合計  2,390,328 100.0 2,020,640 100.0 △369,687
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

比較増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高    

１．SEサービス売上高  1,565,343 1,974,955   

２．パッケージ売上高  487,602 486,901   

３．情報機器等売上高  455,006 2,507,953 100.0 530,846 2,992,702 100.0 484,749

Ⅱ 売上原価    

１．SEサービス売上原価  1,315,407 1,889,153   

２．パッケージ売上原価  341,492 317,646   

３．情報機器等売上原価  389,603 2,046,502 81.6 455,131 2,661,931 88.9 615,428

売上総利益  461,450 18.4 330,771 11.1 △130,678

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  3,792 2,316   

２．販売促進費  4,059 3,067   

３．貸倒引当金繰入額  89 －   

４．役員報酬  47,753 57,610   

５．給料手当  125,568 134,518   

６．賞与手当  38,300 24,157   

７．賞与引当金繰入額  20,594 13,341   

８．退職給付費用  4,319 2,985   

９．役員退職慰労引当金繰入
額 

 9,620 11,115   

10．福利厚生費  26,200 26,740   

11．旅費交通費  13,709 15,628   

12．接待費  15,865 16,147   

13．消耗品費  1,992 1,652   

14．租税公課  10,389 9,815   

15．減価償却費  4,531 3,471   

16．コンピューター関連費  2,117 2,118   

17．地代家賃  20,709 18,351   

18．支払手数料  36,094 35,082   

19．その他  22,700 408,407 16.3 37,503 415,624 13.9 7,216

営業利益又は営業損失
（△） 

 53,042 2.1 △84,852 △2.8 △137,895
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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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

比較増減
（千円）

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  333 908   

２．受取配当金  2,684 2,377   

３．為替差益  524 3,024   

４．契約解約収入  － 1,000   

５．その他  989 4,531 0.2 640 7,950 0.3 3,418

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  1,757 1,760   

２．その他  116 1,873 0.1 0 1,760 0.1 △112

経常利益又は経常損失
（△） 

 55,700 2.2 △78,662 △2.6 △134,363

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  － 155   

２．関係会社株式売却益  － － － 5,844 5,999 0.2 5,999

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ 19 －   

２．役員退職慰労引当金繰入
額 

 3,240 3,210   

３．その他  － 3,260 0.1 8 3,219 0.1 △41

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 

 52,439 2.1 △75,882 △2.5 △128,322

    



－  － 37

  
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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

比較増減
（千円）

法人税、住民税及び事業
税 

 56,410 7,695   

法人税等調整額  △21,518 34,891 1.4 44,666 52,362 1.8 17,471

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 17,548 0.7 △128,244 △4.3 △145,793

前期繰越利益  228,132 207,776  

合併による子会社株式
消却損 

 － 39,099  

当期未処分利益  245,681 40,432  
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③【利益処分案】 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  245,681  40,432

Ⅱ 任意積立金取崩額   

買換資産圧縮積立金取
崩額 

 58 58 55 55

合計  245,739  40,487

Ⅲ 利益処分額   

配当金  37,962 37,962 37,962 37,962

Ⅳ 次期繰越利益  207,776  2,524
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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）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  総平均法に基づく原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2）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、売却原価は総平均法により算定）

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法に基づく原価法 同左 

(1）製品及び仕掛品 (1）製品及び仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  個別法に基づく原価法 同左 

 (2）商品及び貯蔵品 (2）商品及び貯蔵品 

  移動平均法に基づく原価法 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。 

同左 

 建物        ３～47年 

工具器具及び備品  ２～10年 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 ① ソフトウェア ① ソフトウェア 

  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、販売目的のソフト

ウェアについては見込有効期間（３

年）に基づく定額法による償却額と

販売見込数量に基づく償却額とを比

較し、いずれか大きい金額を償却す

る方法によっております。 

同左 

 ② その他の無形固定資産 ② その他の無形固定資産 

  定額法によっております。 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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額のうち当期の負担分を計上し

ております。 

同左 
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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） 

 (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

事業年度末退職給付債務を計上してお

ります。 

 なお、退職給付引当金の対象従業員

が300名未満であるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の金額は当事業

年度末自己都合要支給額としておりま

す。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員及び執行役員の退職慰労金支出

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。なお、過去

勤務費用相当額については、５年によ

る均等額を費用処理しております。 

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 
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（会計処理方法の変更） 

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） 

従来、関係会社からの業務受託収入は営業外収益の「受

取手数料」として計上しておりましたが、当事業年度よ

り販売費及び一般管理費から控除しております。この変

更は、業務受託契約の変更を契機に業務受託収入の内容

を見直した結果、管理部門の人件費等の一部負担を受け

ているものであり、また金額的に重要性が増したことか

ら、損益区分をより適正に表示するために行ったもので

あります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当事業年

度の営業利益が15,300千円増加しておりますが、経常利

益および税引前当期純利益に影響はありません。 

（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。 

 

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） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

 前期は区分掲記しておりました流動資産の「未収入金」

は、資産の総額の100分の１以下となったため、流動資産

の「その他」に含めて表示することといたしました。 

 なお、当期における「未収入金」の金額は、14,370千

円であります。 

 前期は流動資産の「その他」に含めて表示しておりまし

た「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分の

１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は14,370千円であります。
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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 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 
  

建物 32,501千円

土地 7,700 

計 40,202千円
  

  
建物 30,941千円

土地 7,700 

計 38,642千円
  

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 
  

短期借入金 30,000千円

計 30,000千円
  

  
短期借入金 30,000千円

計 30,000千円
  

※２ 関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 

※２ 関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。 
  

売掛金 4,344千円

その他（短期貸付金） 10,000千円

その他（未収入金） 14,100千円

買掛金 98,127千円
  

  
売掛金 11,205千円

未収入金 1,933千円

買掛金 68,387千円
  

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※３ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 
  

会社が発行する株式の総数 

普通株式 12,000,000株

発行済株式の総数  普通株式 3,798,000株
  

  
会社が発行する株式の総数 

普通株式 12,000,000株

発行済株式の総数  普通株式 3,798,000株
  

※４ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,705株

であります。 

※４ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,705株

であります。 

５ 偶発債務 ５ 偶発債務 

債務保証 債務保証 

次の関係会社について、リース債務に対し債務保証

を行っております。 

次の関係会社について、リース債務に対し債務保証

を行っております。 
  

株式会社エル・ディー・エフ 2,421千円

株式会社ランサ・ジャパン 2,214 

計 4,636千円
  

  
株式会社ランサ・ジャパン 1,265千円

計 1,265千円
  

６ 配当制限 ６ 配当制限 

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11,577千円

であります。 

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8,970千円で

あります。 

 
（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 固定資産除却損は、工具器具及び備品の除却に係

るものであります。 

※１        ――――― 
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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 

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）

工具器具及び
備品 

23,434 10,363 13,071

  

  

 
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）

工具器具及び
備品 

35,506 8,248 27,257

  
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 4,172千円

１年超 9,556 

合計 13,729千円
  

  
１年内 8,042千円

１年超 21,582 

合計 29,625千円
  

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 11,316千円

減価償却費相当額 11,014千円

支払利息相当額 414千円
  

  
支払リース料 9,040千円

減価償却費相当額 8,352千円

支払利息相当額 1,090千円
  

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） 

 前事業年度（平成 17 年３月 31 日）及び当事業年度（平成 18 年３月 31 日）における子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） 
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 

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（流動） 

賞与引当金損金算入限度超過額 30,783千円

棚卸資産評価損否認 15,190

その他 9,901

繰延税金資産（流動）合計 55,875千円
  

  
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金損金算入限度超過額 26,780千円

棚卸資産評価損否認 221

繰越欠損金 60,544

その他 3,942

繰延税金資産（流動）小計 91,489千円

繰延税金負債（流動） 

その他 △663千円

繰延税金負債（流動）合計 △663千円

繰延税金資産（流動）の純額 90,825千円
   

 
繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

30,653千円

会員権評価損否認 2,522

投資有価証券評価損否認 49,475

役員退職慰労引当金否認 13,936

その他 16,098

繰延税金資産（固定）合計 112,686千円

繰延税金負債（固定）  

買換資産圧縮積立金 △1,037千円

その他有価証券評価差額金 △7,945

繰延税金負債（固定）合計 △8,983千円

繰延税金資産（固定）の純額 103,703千円
  

   
繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金損金算入限度超過

額 
36,943千円

会員権評価損否認 1,301

投資有価証券評価損否認 49,475

役員退職慰労引当金否認 15,683

その他 20,525

繰延税金資産（固定）小計 123,929千円

評価性引当額 △90,898

繰延税金資産（固定）合計 33,031千円

繰延税金負債（固定） 

買換資産圧縮積立金 △999千円

その他有価証券評価差額金 △6,157

繰延税金負債（固定）合計 △7,156千円

繰延税金資産（固定）の純額 25,875千円
  

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 

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）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

12.3％ 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△1.0％ 

住民税均等割等 14.6％ 

その他 △0.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

66.5％ 

  

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省

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 427.42円

１株当たり当期純利益金額 4.62円

  

  

１株当たり純資産額 372.66円

１株当たり当期純損失金額 33.78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、潜在株式が存在し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、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

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又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、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) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 17,548 △128,244 

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普通株式

に係る当期純損失（△）（千円） 
17,548 △128,244 

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,797 3,796 

 



 

－  － 46

（役員の異動） 

 

（平成 18 年６月 16 日付予定） 

 

１．新任取締役候補 

取締役  西山 達也 

 

２．退任予定取締役 

取締役  河崎 一範 


