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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） 

 

 
  

 

 

 
  
(2) 配当状況 

 
  
(3) 財政状態            (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

 
  

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） 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 186円35銭 
  ※ 上記予想は、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可能性があります。 

平成18年３月期 個別財務諸表の概要

 

上場会社名 株式会社ビーエスピー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 3800 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.bsp.jp)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 竹藤 浩樹

問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務 支援本部長 氏名 山口 謙二

TEL (03)5463－6381  

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23日 定時株主総会開催日 平成18年６月22日

単元株制度採用の有無 有(１単元100株)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切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 3,471 ( 6.9) 1,162 (10.3) 1,170 ( 4.0)

17年３月期 3,246  ( 1.0) 1,054 (30.7) 1,125 (28.2)

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 680 (65.9) 179 52 178 99 15.7 22.4 33.7

17年３月期 410 (260.0) 109 37 ― ― 13.7 29.5 34.6

(注) ① 期中平均株式数 18年３月期 3,791,666株 17年３月期 3,750,000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、対前年増減率

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 55 00 0 00 55 00 233 30.6 4.2
17年３月期 50 00 0 00 50 00 187 45.7 6.0

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 6,427 5,535 86.1 1,302 37

17年３月期 4,004 3,130 78.2 834 75

(注) ① 期末発行済株式数 18年３月期 4,250,000株 17年３月期 3,750,000株

② 期末自己株式数 18年３月期 ―株 17年３月期 ―株

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 2,135 869 510 28 00 ― ― ― ―

通期 4,006 1,349 792 ― ― 28 00 56 00



1. 財務諸表等 

財務諸表 

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)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,538,724 2,409,584 870,860

 ２ 売掛金 ※１ 667,303 828,515 161,212

 ３ 有価証券 ― 999,928 999,928

 ４ 貯蔵品 777 731 △46

 ５ 前払費用 21,556 20,627 △929

 ６ 繰延税金資産 74,453 61,773 △12,679

 ７ 前払ロイヤリティ ※３ 40,808 11,592 △29,216

 ８ 未収入金 ※１ 45,714 4,122 △41,591

 ９ その他 ※１ 9,463 16,170 6,707

   流動資産合計 2,398,801 59.8 4,353,046 67.7 1,954,245

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 62,538 87,694 25,155

    減価償却累計額 21,168 41,370 28,232 59,461 7,064 18,090

  (2) 工具器具及び備品 93,520 75,789 △17,731

    減価償却累計額 66,820 26,699 48,367 27,421 △18,452 721

   有形固定資産合計 68,070 1.7 86,883 1.4 18,812

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 1,213 825 △388

  (2) ソフトウェア 96,193 66,842 △29,350

  (3) 電話加入権 1,478 1,478 ―

   無形固定資産合計 98,885 2.5 69,146 1.1 △29,738

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 715,700 685,400 △30,300

  (2) 関係会社株式 160,000 160,000 ―

  (3) 出資金 63,000 37,852 △25,147

  (4) 関係会社長期貸付金 85,135 85,135 ―

  (5) 長期前払費用 200 ― △200

  (6) 差入保証金 114,997 112,617 △2,380

  (7) 長期性預金 ※２ 330,000 830,000 500,000

  (8) 繰延税金資産 55,234 92,646 37,412

    貸倒引当金 △85,135 △85,135 ―

   投資その他の資産合計 1,439,132 36.0 1,918,517 29.8 479,385

    固定資産合計 1,606,087 40.2 2,074,546 32.3 468,458

   資産合計 4,004,889 100.0 6,427,593 100.0 2,422,704
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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)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※１ 133,243 144,214 10,970

 ２ 未払金 144,798 112,557 △32,240

 ３ 未払費用 27,867 26,143 △1,723

 ４ 未払法人税等 273,700 345,200 71,500

 ５ 未払消費税等 21,653 32,380 10,727

 ６ 前受金 61,268 64,193 2,925

 ７ 預り金 7,083 17,403 10,320

 ８ 賞与引当金 39,800 40,600 800

 ９ 役員賞与引当金 37,120 36,700 △420

 10 その他 ※１ 945 2,863 1,918

   流動負債合計 747,478 18.6 822,256 12.8 74,777

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 66,080 70,259 4,179

 ２ 役員退職慰労引当金 60,997 ― △60,997

   固定負債合計 127,077 3.2 70,259 1.1 △56,817

   負債合計 874,556 21.8 892,516 13.9 17,960

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※４ 480,000 12.0 1,330,000 20.7 850,000

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 371,000 1,450,500 1,079,500

   資本剰余金合計 371,000 9.3 1,450,500 22.6 1,079,500

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 120,000 120,000 ―

 ２ 任意積立金

  (1) プログラム等準備金 84,355 56,047 △28,307

  (2) 別途積立金 1,282,200 1,366,555 1,582,200 1,638,247 300,000 271,692

 ３ 当期未処分利益 746,878 968,401 221,522

   利益剰余金合計 2,233,434 55.8 2,726,649 42.4 493,214

Ⅳ その他有価証券評価差額金 45,898 1.1 27,927 0.4 △17,970

   資本合計 3,130,332 78.2 5,535,076 86.1 2,404,743

   負債及び資本合計 4,004,889 100.0 6,427,593 100.0 2,422,704
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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)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 ※１ 3,246,368 100.0 3,471,729 100.0 225,360

Ⅱ 売上原価 104,668 3.3 94,850 2.7 △9,817

   売上総利益 3,141,700 96.7 3,376,878 97.3 235,178

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２

 １ 外注費 272,285 294,903 22,618

 ２ 役員報酬 148,734 134,332 △14,402

 ３ 給料手当 438,299 530,559 92,260

 ４ 賞与引当金繰入額 29,858 32,541 2,683

 ５ 役員賞与引当金繰入額 37,120 36,700 △420

 ６ 役員退職慰労引当金繰入 

   額
20,378 21,220 841

 ７ 研究開発費 296,683 318,257 21,574

 ８ 地代家賃 80,639 83,180 2,541

 ９ 減価償却費 64,323 45,174 △19,149

 10 販売手数料 144,751 177,783 33,032

 11 その他 554,342 2,087,416 64.3 539,240 2,213,894 63.8 △15,102 126,478

   営業利益 1,054,284 32.4 1,162,984 33.5 108,699

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,967 4,591 2,624

 ２ 受取配当金 ※１ 48,000 23,810 △24,190

 ３ 為替差益 104 ― △104

 ４ 事務代行手数料 ※１ 18,900 7,280 △11,620

 ５ その他 7,934 76,906 2.4 5,598 41,279 1.2 △2,336 △35,626

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,625 ― △1,625

 ２ コミットメントライン手 

   数料
3,904 4,075 170

 ３ 新株発行費償却 ― 15,170 15,170

 ４ 上場関連費用 ― 13,040 13,040

 ５ 為替差損 ― 1,155 1,155

 ６ その他 98 5,628 0.2 7 33,447 1.0 △91 27,819

   経常利益 1,125,562 34.6 1,170,816 33.7 45,253

Ⅵ 特別利益

 １ ゴルフ会員権売却益 ― 19,828 19,828

 ２ 役員退職慰労引当金戻入 

   益
1,080 1,080 0.0 ― 19,828 0.6 △1,080 18,748

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 34,985 2,652 △32,333

 ２ 前期損益修正損 ※４ 7,282 ― △7,282
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③ 利益処分計算書(案) 

  

 
  

  

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)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

 ３ 子会社株式評価損 107,757 ― △107,757

 ４ ロイヤリティ評価損 28,429 ― △28,429

 ５ 退職金制度廃止整理損 76,095 ― △76,095

 ６ 役員特別功労退職金 ※５ 89,503 344,054 10.5 ― 2,652 0.1 △89,503 △341,402

   税引前当期純利益 782,588 24.1 1,187,992 34.2 405,404

   法人税、住民税 

   及び事業税
367,918 519,681 151,763

   法人税等調整額 4,523 372,442 11.5 △12,403 507,278 14.6 △16,927 134,835

   当期純利益 410,145 12.6 680,714 19.6 270,568

   前期繰越利益 336,733 287,686 △49,046

   当期未処分利益 746,878 968,401 221,522

前事業年度 

(平成17年3月期)

当事業年度 

(平成18年3月期)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 746,878 968,401 221,522

Ⅱ 任意積立金取崩額

 １ プログラム等準備金取崩

   額
28,307 28,307 28,307 28,307 ― ―

合計 775,186 996,708 221,522

Ⅲ 利益処分額

 １ 配当金 187,500 233,750 25,000

 ２ 任意積立金

  (1) 別途積立金 300,000 487,500 400,000 633,750 100,000 125,000

Ⅳ 次期繰越利益 287,686 362,958 96,522

- 4 -



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

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

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

より算定している。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(１)満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(２)子会社株式

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

同 左

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法
貯蔵品 終仕入原価法による原価法 同 左

３ 固定資産の減価償却の方法 (１) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物        15年

工具器具及び備品  ６年

(１) 有形固定資産

同 左

(２)無形固定資産

 商標権

 定額法によっております。

 ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアは

販売可能な見込有効期間（３年以

内）に基づく定額法によっており

ます。自社利用目的のソフトウェ

アは社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

(２) 無形固定資産

 商標権

同 左

 ソフトウェア

同 左

 営業権

その効果の発現する期間を合理

的に見積もることが困難であるた

め、発生時に一括償却しておりま

す。

────────

４ 繰延資産の処理方法 (１) 社債発行差金

商法施行規則の規定により償還期

間内にて均等額を償却しておりま

す。

────────

 

──────── 

 

(１) 新株発行費

支出時に全額費用処理しておりま

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)

５ 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検

討し、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

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、当事業年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。

(２) 賞与引当金

同 左

(３) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備える

ため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(３) 役員賞与引当金

同 左

(４) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく当事業年度末要

支給額の100%を計上しております。

(４) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく平成17年６月末

要支給額の100%を計上しておりま

す。

６ リース取引の処理方法 リースの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

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

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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会計処理の変更 

 
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)

────────

１ 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。

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 法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「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」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

２ 退職給付引当金

平成17年３月31日付で退職一時金制度を廃止いたし

ました。この廃止に伴い前払年金費用51,764千円及び

退職金規程の自己都合退職金額と会社都合退職金額と

の差額24,331千円を特別損失の退職金制度廃止整理損

として計上しております。

１ 役員退職慰労金 

 

 当社は、平成17年６月末で役員退職慰労金制度を廃止

しております。なお、平成17年６月末までの在任期間に

対する未払い分については「役員退職慰労引当金」を取

崩し、「長期未払金」として表示しております。
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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 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

売掛金         198,686千円 

買掛金         106,391千円

未収入金         2,704千円

流動資産（その他）    9,132千円

流動負債（その他）     834千円

※1 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

売掛金         178,755千円 

買掛金          92,931千円

未収入金          3,205千円

流動資産（その他）    11,745千円

流動負債（その他）    2,498千円

※2 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額
千円 千円

長期性預金 330,000 子会社の借
入金保証

107,390

子会社の借入金保証は保証枠を記載しております。

なお、長期性預金はビーエスピー共済会借入金枠
200,000千円に対しても担保提供しております。

※2 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額
千円 千円

長期性預金 200,000 ― ―

長期性預金はビーエスピー共済会借入金枠200,000千円
に対して担保提供しております。 
 
 

※3 前払ロイヤリティは他社ソフトウェアの使用許諾

料であります。

※3          同 左

 

※4 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 8,000,000 株
発行済株式総数

普通株式 3,750,000 株
 

※4 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 15,000,000株

発行済株式総数

普通株式  4,250,000株

 

5 偶発債務

①債務保証

子会社、ビーエスピー共済会及び従業員につい

て、金融機関よりの借入に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額 内容

千円

BSP 

International 

Corp.

ビーエスピー

共済会

従業員

107,390

200,000

602

金融機関よりの借入金

(1,000千US＄)

金融機関よりの借入金

金融機関よりの借入金

合計 307,992

なお、BSP International Corp.およびビーエスピー共
済会の金額は借入枠を記載しております。

5 偶発債務

①債務保証

ビーエスピー共済会について、金融機関よりの借

入に対し債務保証を行っております。 

 

保証先 金額 内容

千円

ビーエスピー

共済会

200,000 

 

金融機関よりの借入金 

 

合計 200,000

ビーエスピー共済会の金額は借入枠を記載しておりま
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

45,898千円であります。

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

27,927千円であります。

- 8 -



 
  

(損益計算書関係) 

  

 
  

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)

 

 7 当社は取引銀行4行とコミットメントライン設定契

約を締結しております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの総額 
借入実行残高

1,000,000千円
―

差引額 1,000,000千円

 7 当社は取引銀行1行とコミットメントライン設定契

約を締結しております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの総額 
借入実行残高

1,000,000千円
―

差引額 1,000,000千円

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 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。

関係会社よりの売上高       782,361千円

関係会社よりの事務代行手数料収入 10,300千円

関係会社よりの受取配当金収入   25,000千円

※1 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。

関係会社よりの事務代行手数料収入  4,400千円

※2 一般管理費に含まれる研究開発費は、296,683千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものは

ありません。 

 

※2 一般管理費に含まれる研究開発費は、318,257千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものは

ありません。 

 

※3 固定資産除却損は、主として建物改装費用11,646

千円、ソフトウェア23,179千円であります。

※3 固定資産除却損は、主として器具備品1,790千円で

あります。

※4 前期損益修正損は、前期売上修正7,282千円であり

ます。

※4 

────────

※5 創業者３名に対する特別功労金であります。 ※5 

────────
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リース取引関係 

  

 
  

有価証券関係 

前事業年度（平成17年３月31日）および当事業年度（平成18年３月31日）における子会社株式および関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

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）

 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

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

 

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

33,707 12,455 21,251

ソフトウ 
ェア

5,040 168 4,872

合計 38,747 12,623 26,123

     
 

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

33,707 18,913 14,793

ソフトウ
ェア

5,040 1,176 3,864

合計 38,747 20,089 18,657

     

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 7,392千円

１年超 19,318千円

合計 26,710千円

     
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 7,541千円

１年超 11,777千円

合計 19,318千円

     

 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 7,956千円

減価償却費相当額 7,352千円

支払利息相当額 814千円

 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 8,061千円

減価償却費相当額 7,465千円

支払利息相当額 669千円

 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。

 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－ス料総額とリ－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。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同 左
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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

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 21,450千円

賞与引当金繰入限度超過額 16,194千円

役員賞与引当金繰入限度超過額 15,104千円

その他 21,703千円

小計 74,453千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 24,819千円

ソフトウェア評価損否認 68,889千円

子会社株式評価損 277,078千円

貸倒引当金繰入限度超過額 34,641千円

ゴルフ会員権否認 17,463千円

営業権償却超過額 12,003千円

その他 1,999千円

小計 436,892千円

評価性引当額 △311,719千円

繰延税金資産合計 199,628千円

繰延税金負債（固定）

プログラム等準備金 △38,452千円

その他有価証券評価差額金 △31,488千円

繰延税金負債合計 △69,941千円

繰延税金資産の純額 129,687千円
 

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（流動）

未払事業税否認 27,124千円

賞与引当金繰入限度超過額 16,520千円

役員賞与引当金繰入限度超過額 14,933千円

その他 3,195千円

小計 61,773千円

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 28,588千円

ソフトウェア評価損否認 80,613千円

子会社株式評価損 277,078千円

貸倒引当金繰入限度超過額 34,641千円

ゴルフ会員権否認 10,714千円

営業権償却超過額 9,562千円

その他 1,553千円

小計 442,752千円

評価性引当額 △311,719千円

繰延税金資産合計 192,806千円

繰延税金負債（固定）

プログラム等準備金 △19,226千円

その他有価証券評価差額金 △19,159千円

繰延税金負債合計 △38,385千円

繰延税金資産の純額 154,421千円

 

 

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

となった重要な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.6

（調  整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

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 0.1

評価性引当額の見直し 5.0

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5
 

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

となった重要な項目別の内訳

％

法定実効税率 40.6

（調 整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4

均等割 0.5

役員賞与繰入額 1.2

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7
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１株当たり情報 

  

 
  

(注) １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

重要な後発事象 

  

該当事項はありません。 

  

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株当たり純資産額 834円75銭 1,302円37銭

１株当たり当期純利益 109円37銭 179円52銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存
在しないため、記載しておりませ
ん。

178円99銭

項目 前事業年度 当事業年度

損益計算書上の当期純利益(千円) 410,145 680,714

普通株式に係る当期純利益(千円) 410,145 680,714

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(株) 3,750,000 3,791,666

当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) － 375,000

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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