
平成18年3月期 個別財務諸表の概要 平成18年5月11日

上場会社名 株式会社インプレスホールディングス 上場取引所 東

コード番号 9479 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.impressholdings.com/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　塚本　慶一郎

問合せ先責任者　役職名 取締役 氏名　関本　彰大 ＴＥＬ （03）5275－9010

決算取締役会開催日 平成18年5月11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26日 定時株主総会開催日 平成18年6月24日

単元株制度採用の有無 無   

１．平成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。

 営業収益（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 935 △68.1 43 － 21 －

17年3月期 2,929 △46.1 △226 － △54 －

 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 313 △9.6 827 09 821 23 2.1 0.1 2.3

17年3月期 346 － 2,854 50 2,841 15 2.7 △0.4 △1.9

（注）①期中平均株式数 18年3月期 367,049株 17年3月期 121,491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、対前期増減率であります。

(2)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本

配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 160 00 － － 160 00 58 19.3 0.4

17年3月期 － － － － － － － － －

(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 18,520 16,209 87.5 44,020 38

17年3月期 14,179 13,110 92.5 107,839 07

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 368,001株 17年3月期 121,571株

 ②期末自己株式数 18年3月期 4,166株 17年3月期 2,484株

２．平成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）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 500  △50  100  － － 　― 　―

通　期 950  △200  350  　― 200 00 200 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 951円8銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の10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

  
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）
対前年比

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 1,909,846 2,549,019  

２　売掛金 ※３ 54,513 56,988  

３　有価証券 700,000 400,190  

４　前払費用 26,511 18,256  

５　繰延税金資産 55,800 111,600  

６　短期貸付金 ※３ 68,000 329,500  

７　未収入金 ※３ 458,650 399,936  

８　その他 23,840 17,406  

流動資産合計 3,297,162 23.3 3,882,897 21.0 585,734

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 126,658 106,834  

減価償却累計額 56,592 70,065 53,795 53,039  

(2）器具備品 287,479 308,710  

減価償却累計額 259,193 28,285 272,617 36,093  

有形固定資産合計 98,351 0.7 89,132 0.5 △9,218

２　無形固定資産  

(1）ソフトウェア 97,418 228,563  

無形固定資産合計 97,418 0.7 228,563 1.2 131,144

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 3,628,031 6,771,563  

(2）関係会社株式 6,971,547 7,458,224  

(3) 敷金・保証金 59,720 62,546  

(4) 保険積立金 27,439 27,439  

投資その他の資産合計 10,686,738 75.3 14,319,773 77.3 3,633,035

固定資産合計 10,882,508 76.7 14,637,469 79.0 3,754,960

資産合計 14,179,671 100.0 18,520,366 100.0 4,340,695
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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）
対前年比

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　短期借入金 800,000 100,000  

２　未払金 ※３ 103,119 149,215  

３　未払費用 2,735 6,811  

４　未払法人税等 32,952 12,869  

５　預り金 943 1,451  

６　賞与引当金 6,959 7,303  

７　新株予約権 － 50,000  

８　その他 86 －  

流動負債合計 946,797 6.7 327,651 1.8 △619,145

Ⅱ　固定負債  

１　繰延税金負債 122,766 1,982,945  

２　退職給付引当金 － 211  

固定負債合計 122,766 0.8 1,983,156 10.7 1,860,390

負債合計 1,069,563 7.5 2,310,808 12.5 1,241,244

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 5,315,900 37.5 5,315,900 28.7 －

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 1,328,975 1,328,975  

２　その他資本剰余金  

(1) 資本準備金減少差益 8,470,700 6,462,187  

(2) 自己株式処分差益 － 2,911  

資本剰余金合計 9,799,675 69.1 7,794,074 42.1 △2,005,601

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 5,790 －  

２　任意積立金    

(1) 特別償却準備金 22,923 16,050  

３　当期未処分利益又は　
　　当期未処理損失(△)

△2,021,175 313,582  

利益剰余金合計 △1,992,462 △14.0 329,633 1.8 2,322,095

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 178,871 1.3 2,888,755 15.5 2,709,884

Ⅴ　自己株式 ※２ △191,876 △1.4 △118,804 △0.6 73,071

資本合計 13,110,107 92.5 16,209,558 87.5 3,099,450

負債・資本合計 14,179,671 100.0 18,520,366 100.0 4,340,695
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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)

対前年比

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　売上高 ※２ 2,929,417 100.0 － － △2,929,417

Ⅱ　売上原価  

１　製品期首たな卸高 245,252 －  

２　当期製品製造原価 1,805,432 －  

合計 2,050,685 －  

３　会社分割に伴う減少高 283,796   －    

４　製品期末たな卸高 － 1,766,889 60.3 － － － △1,766,889

　　売上総利益 1,162,528 39.7 － － △1,162,528

　　返品調整引当金繰入額 6,308 0.2 － － △6,308

 
　　差引売上総利益

1,156,220 39.5 － － △1,156,220

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※３
※４

1,382,571 47.2 － － △1,382,571

営業損失 226,351 △7.7 － － △226,351

Ⅰ　営業収益
※１
※２

－ － 935,653 100.0 935,653

Ⅱ　営業費用 ※１       

　　　販売費及び一般管理費
※３
※４

－ － － 891,800 891,800 95.3 891,800

営業利益 － － 43,852 4.7 43,852

Ⅲ　営業外収益  

１　受取利息 ※４ 8,101 3,995  

２　有価証券利息 53,753 31,552  

３　受取配当金 ※４ 116,000 619  

４　為替差益  － 22,212  

５　その他 5,354 183,209 6.2 377 58,757 6.3 △124,452

Ⅳ　営業外費用  

１　支払利息 10,999 6,498  

２　支払手数料 － 50,316  

３　新株発行費等  － 24,243  

４　その他 495 11,494 0.4 360 81,419 8.7 69,924

経常利益又は
経常損失（△）

△54,636 △1.9 21,190 2.3 75,826
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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)

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１　投資有価証券売却益  60,061 60,061 2.1 253,332 253,332 27.1 193,270

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損 ※５ 7,161 17,841  

２　有価証券売却損 － 25,000  

３　投資有価証券売却損 － 113,117  

４　投資有価証券評価損 49,283 18,037  

５　子会社株式評価損 － 56,445 1.9 83,694 257,690 27.6 201,245

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

△51,019 △1.7 16,832 1.8 67,852

法人税、住民税及び事
業税

△342,018 △240,950  

法人税等調整額 △55,800 △397,818 △13.5 △55,800 △296,750 △31.7 101,067

当期純利益 346,798 11.8 313,582 33.5 △33,215

前期繰越損失 2,367,974 － △2,367,974

当期未処分利益又は
当期未処理損失(△)

△2,021,175 313,582 2,334,758
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製造原価明細書

  
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 273,646 14.7 － －

Ⅱ　労務費 ※１ 401,653 21.6 － －

Ⅲ　外注費 ※２ 727,661 39.0 － －

Ⅳ　経費 ※３ 459,671 24.7 － －

当期総製造費用 1,862,633 100.0 － －

期首仕掛品たな卸高 34,660 －

合計 1,897,293 －

会社分割に伴う減少高 91,860 －

当期製品製造原価 1,805,432 －

（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 労務費には次の費目が含まれております。 ※１　　　　　　　　　　－

賞与引当金繰入額 40,317千円

退職給付費用 19,224千円

※２ 外注費の主な内容は印刷製本費であります。 ※２　　　　　　　　　　－

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※３　　　　　　　　　　－

印税原稿料 271,202千円

減価償却費 12,628千円

〇 原価計算の方法

　実際原価による個別原価計算制度を採用しております。

〇 原価計算の方法

　　　　　　　　　　　　－

‐46‐



(3）利益処分計算書及び損失処理計算書

 

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年６月24日）

  
当事業年度

株主総会承認予定日
（平成18年６月24日）

区分
注記

番号
金額（千円） 区分

注記

番号
金額（千円）

(当期未処理損失の処理) (当期未処分利益の処分)

Ⅰ 当期未処理損失 2,021,175 Ⅰ 当期未処分利益 313,582

Ⅱ 損失処理額 Ⅱ 任意積立金取崩額

　1. 任意積立金取崩額 　　特別償却準備金取崩額 6,872 6,872

　　特別償却準備金取崩額 6,872  　　　　　　合計  320,455

　２．その他資本剰余金取
崩額

2,008,513   Ⅲ 利益処分額　　　  

　３．利益準備金取崩額 5,790 2,021,175 　　１. 配当金 58,880  

Ⅲ 次期繰越損失   － 　　２. 取締役賞与金  10,000 68,880

(その他資本剰余金の処分)     Ⅳ 次期繰越利益  251,575

Ⅰ その他資本剰余金  8,470,700    

Ⅱ その他資本剰余金処分額    

　１．当期未処理損失処理
に充当

2,008,513 2,008,513 　   

Ⅲ その他資本剰余金次期繰
越額

6,462,187   
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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) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) 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）

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法

（なお、器具備品のうちパーソナルコン

ピューター等のＩＴ機器については経済

的耐用年数に基づき計算しておりま

す。）

(1) 有形固定資産

同左

 

(2) 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

　社内における利用可能期間（２年～５

年）に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

 

３．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

同左

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る計

算額を、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する方法を採用して

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、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

なお、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

務期間以内の一定の年数（７年）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。

(3)退職給付引当金

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、通常の賃貸借処

理に係る方法に準じた会計処理によって

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)

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理方法

同左

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の適用

　　　　同左

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）

 ────── （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。なお、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）

 ────── （損益計算書）

　「為替差益」は、前事業年度まで、営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度において、営業外収益の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。

　なお、前事業年度における「為替差益」の金額は

4,577千円であります。
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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．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 413,520株

発行済株式総数　普通株式 124,056株

授権株式数　　　普通株式 1,240,560株

発行済株式総数　普通株式 372,168株

※２．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,484

株であります。

※２．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,166株

であります。

※３．関係会社に係る注記

　区分掲記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。

※３．関係会社に係る注記

　区分掲記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。

売掛金 54,513千円

短期貸付金 68,000千円

未収入金 374,722千円

未払金 36,578千円

売掛金 56,988千円

短期貸付金 329,500千円

未収入金 260,383千円

未払金 45,795千円

４．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178,871千円であり

ます。

４．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2,888,755千円であ

ります。

５．　　　　　　　　　－ ５．　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引先２行をアレンジャーとした貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメント

ラインの総額
5,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 5,000,000千円

６．偶発債務

 　　　　　　　　　　　－

６．偶発債務

 　　　債務保証

次の会社について、銀行からの借入に対し債務保

証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容 

 ㈱編集工学研究所 52,000　 借入債務  
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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．　　　　　　　　　－ ※１．当社は、平成16年10月１日に、分社型新設分割の方

法により設立した「株式会社インプレス」に、出版

事業等の営業の一切を承継させるとともに、自らは

持株会社に移行いたしました。

　これにより、売上高に関しては、前事業年度まで

は出版事業等に係る製品等の売上が中心でありまし

たが、当事業年度からは関係会社からの配当収入、

運営費収入等の収益だけとなりましたので、これら

を「営業収益」とし、また「営業費用」の区分を設

け、営業収益に係る販売費及び一般管理費を表示す

ることといたしました。

※２．　　　　　　　　　－ ※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 受取手数料　　　　　          　561,653千円

 受取配当金　　　　　　        　374,000千円

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は19.8％、　

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

80.2％であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３．販売費に属する費用はなく、全て一般管理費に属す

る費用であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売手数料 177,395千円

販売印税 39,837千円

広告宣伝費 56,216千円

役員報酬 58,601千円

給与手当及び賞与 293,439千円

賞与引当金繰入額 6,959千円

退職給付費用 17,755千円

地代家賃 92,781千円

減価償却費 102,479千円

支払手数料 200,185千円

役員報酬 64,376千円

給与手当及び賞与 112,514千円

賞与引当金繰入額 7,303千円

退職給付費用 1,356千円

地代家賃 54,822千円

減価償却費 69,208千円

消耗品費 50,186千円

支払手数料 314,311千円

顧問料 45,971千円

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

販売手数料 177,395千円

受取利息 7,646千円

受取配当金 116,000千円

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

支払手数料 190,578千円

受取利息 3,920千円

※５．固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。

器具備品 7,161千円 建　　物 17,761千円

器具備品 79千円

 　計 17,841千円
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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（借主側）

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（借主側）

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

 

　　　　該当事項はありません。

　　　　該当事項はありません。

２．未経過リース料期末残高相当額

　　　　該当事項はありません。

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 11,095千円

減価償却費相当額 10,149千円

支払利息相当額 226千円

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、残存価額を零とする定

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。

（有価証券関係）

　 前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３

月31日）における子会社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）

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

賞与引当金損金算入限度超過額 2,832千円

未払事業税否認 12,919千円

未払事業所税否認 911千円

一括償却資産損金算入限度超過額 2,546千円

繰越欠損金 623,532千円

減価償却費繰入超過額 72,143千円

その他 245千円

繰延税金資産小計 715,130千円

評価性引当額 △647,822千円

繰延税金資産合計 67,307千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △11,507千円

その他有価証券評価差額金 △122,766千円

繰延税金負債合計 △134,274千円

合計 △66,966千円

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 2,972千円

未払事業税否認 4,745千円

未払事業所税否認 374千円

一括償却資産損金算入限度超過額 2,068千円

繰越欠損金 436,274千円

減価償却費繰入超過額 33,767千円

子会社株式評価損否認 34,063千円

その他 481千円

繰延税金資産小計 514,749千円

評価性引当額 △396,358千円

繰延税金資産合計 118,390千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △6,790千円

その他有価証券評価差額金 △1,982,945千円

繰延税金負債合計 △1,989,736千円

合計 △1,871,345千円

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上しているため、記載してお　

　りません。

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7%

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 8.2%

住民税均等割額 7.2%

評価性引当額の増減 △381.4%

連結法人税個別帰属額受払 △1452.9%

 その他 15.3% 

税効果会計適用後の法人税率の負担率 △1763.0%
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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    107,839円07銭

１株当たり当期純利益金額      2,854円50銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 2,841円15銭

１株当たり純資産額     44,020円38銭

１株当たり当期純利益金額      827円09銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
  821円23銭

（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。

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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 346,798 313,582

普通株主に帰属しない金額（千円） － 10,000

　（うち利益処分による取締役賞与金） － (10,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 346,798 303,582

普通株式の期中平均株式数（株） 121,491.88 367,049.47

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） 570.86 2,619.49

　　（うち新株予約権） (570.86) (2,619.49)

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

平成15年６月25日定時株主総

会決議による新株予約権の数

は1,375個であります。

ゴールドマン・サックス証券

会社を割当先とする第６回新

株予約権は、行使特約条件付

き買取契約により、権利行使

可能な新株予約権の個数、権

利行使の開始及び終了を通知

し、割当先は当社の通知の範

囲内でのみ権利行使を行える

スキームとなっております。

当事業年度においては、上記

を満たしていないため、当該

算定には含めておりません。
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 　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月末の数値を基準として、これまでに実施した

株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

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)

１株当たり純資産額    35,946円36銭

１株当たり当期純利益金額      951円50銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 947円05銭

１株当たり純資産額     44,020円38銭

１株当たり当期純利益金額      827円09銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
  821円23銭

 （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８月22日に１：３の株式分割
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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５月26日開催の取締役会において、下記のとお

り株式の分割(無償交付)を行うことを決議いたしました。

株式分割の概要の概要は以下のとおりであります。

平成17年８月22日付をもって、次のとおり普通株式１株を

３株に分割する。

　(1) 分割の方法

平成17年６月30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並びに端株原簿に記載また

は記録された端株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をもって分割する。

　(2) 分割により増加する株式数

株式の分割前の当社発行済株式総数 　　 124,056株

株式の分割により増加する株式数　　 　 248,112株

株式の分割後の当社発行済株式総数　　  372,168株

配当起算日　　　　　　　　　　　 平成17年4月1日　

なお、上記の株式数につきましては、当連結会計年度

末の株式数を基に算出しており、それ以降に新株予約

権の行使等により株式数に変更があった場合には、上

記株式数とは異なる場合があります。　

　(3) 発行する株式の総数の増加

商法第218条第２項の規定に基づき、平成17年８月22

日付をもって当社定款第５条を変更し、発行する株式

の総数を827,040株増加して1,240,560株とする。

(4) 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、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 1株当たり純資産額

　　　　　　 35,191円13銭 　　　　　　 35,946円36銭

1株当たり当期純損失 1株当たり当期純利益

　　　　　　　3,192円53銭 　　　　　　　　951円50銭

　なお、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。

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

　　　　　　　　947円05銭

　

 

 

 

 

 　　　　　　　　　－
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７．役員の異動
（１）代表者の異動

　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　該当事項はありません。
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