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平成 18 年 ３ 月期   決算短信（非連結） 平成18年５月12日 

会 社 名 株式会社シーティーエス         上 場 取 引 所  J A S D A Q 
コ ー ド 番 号 ４３４５                本社所在都道府県  長 野 県 
（ＵＲＬ http://www.cts-h.co.jp/） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 横 島 泰 蔵 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理部長 
        氏    名 安 藤 恭 治    ＴＥＬ（0268）26－3700      
決算取締役会開催日  平成18年５月12日        中間配当制度の有無  有 ・ 無 

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23日 
単元株制度採用の有無 有（１単元  株）・無 
 
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）記載金額は単位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 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
3,029  （  5.3） 
2,876  （△ 1.7） 

百万円   ％ 
295  （ 82.8） 
161  （△19.9） 

百万円   ％ 
296  （ 85.2） 
160  （△20.8） 

 

 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
  168  （ 176.3） 

61  （  ―  ） 

円  銭 
10,479 38 
11,377 49 

円  銭 
10,196 75 
11,345 77 

％ 
   9.4 
  3.5 

％ 
  11.1 
  5.9 

％ 
   9.8 
  5.6 

(注)①持分法投資損益      18年３月期     ― 百万円   17年３月期     ― 百万円 
②期中平均株式数      18年３月期   16,090.60株     17年３月期   5,364.71株 
③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
④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 
⑤平成18年２月11日付で普通株式１株を３株に分割しております。なお平成18年３月期の「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」及び「期中平均株式数」は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

(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 
 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
4,300 00 
6,900 00 

円  銭 
― 
― 

円  銭 
4,300 00 
6,900 00 

百万円 
  69 
  37 

％ 
  41.0 

60.6 

％ 
  3.7 
  2.1 

(注)  平成18年２月11日付で普通株式１株を３株に分割しております。 

(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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
   2,744 
   2,607 

百万円 
   1,869 
   1,729 

％ 
   68.1 
   66.3 

円   銭 
116,218  32 
322,404  86 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期   16,089.00株   17年３月期   5,364.71株 
②期末自己株式数    18年３月期     5.13株   17年３月期     ― 株 
③平成18年２月11日付で普通株式１株を３株に分割しております。 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
379 

      162 

百万円 
   △40 
    149 

百万円 
△172 
△242 

百万円 
606 
440 

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  
 

中間期 
通 期 

百万円 
1,500 
3,200 

百万円 
130  
330 

百万円 
 73 
188 

円 銭 
― 
― 

円 銭 
― 

4,700 00 

円 銭 
― 

4,700 00   
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 11,681円28銭 
(注)上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料の８ページを参照してください。 

(財)財務会計基準機構会員  
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１． 企業集団の状況 

当社は、中小土木・建設業者を主要顧客として、「レンタル事業」、「工事・安全用品販売事業」、「測量機器等販

売事業」及び「ソフトウェア事業」の４事業を展開しております。 

 当社の事業全体を系統図により示しますと次のようになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土　木　・　建　設　会　社

（当社のユーザー）

販売代理店／ＯＥＭ

土　木　・　建　設　会　社

（エンドユーザー）

当
　
社

ソフトウェア事業
測量機器等販売事業

レ ン タ ル 事 業
工事・安全用品販売事業

自社開発

ソフトウェア
販売

提携　　

ソフトウェア
販売

保守　　

サポート
商品販売 商品　　

レンタル

自社開発
ソフトウェア
販売

工事　
施行

販売

サポート

商品
販売

中古　

測量機器

販売

中古　

測量機器

仕入

官 公 庁

県・県警

市 町 村

商品
販売

工事　
施行

サポート



 

3 

2．経 営 方 針 

（１）会社の経営の基本方針  

当社は、社名の由来でもあります「Construction Total Support service ＝ 土木・建設業界を、多

面的に支援するサービスを提供する」ことを基本に、土木・建設会社を主要顧客として、レンタル事業、工事・

安全用品販売事業、測量機器等販売事業、ソフトウェア事業を展開しております。レンタル事業をコアとした

地域密着事業におけるマーケットシェアの拡大と、事務系アプリケーションソフトを中心としたソフトウェア

事業での全国展開を推進し、安定と成長の実現を目指し、一層強固な経営基盤を構築していきたいと考えてお

ります。 

 

①当社の経営理念 
「お客様のニーズを身近なサービスで提供する。」 
お 客 様・・・現在は、中小土木・建設会社を中心にしています。 
ニ ー ズ・・・潜在的欲求と顕在化された要求を意味します。 
身 近・・・お客様にとって利用しやすく、しかも、価値があることを意味します。 
サービス・・・商品・製品・サービスの全てを意味します。 
提 供・・・お客様の最終目的達成に貢献することを意味します。 

 
②当社の経営方針 

企業活動の中で関連する４者に対しての経営姿勢を明確に定めています。 
・お客様に対しては、全てのサービスを「より確かに、より早く、より安く」提供することを常に追求
します。（経営理念の追求） 

・社員に対しては、創造力とチャレンジ精神を第一に、「能力＝成果、評価＝報酬」を基本に公平な処
遇に努めます。（組織・人事制度の改革） 

・株主様に対しては、企業価値の創造を常に念頭に置き、「業績に連動した配当」を実施します。（積
極的な事業展開、配当施策による利益還元） 

・地域社会に対しては、「企業は公器である」を基本に、企業活動と納税をもって貢献します。（企業
活動、納税による社会貢献） 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営方針のひとつに定めております。第１に、積極的に事業を展開し、

企業全体としての価値の向上を目指します。第２に、企業活動により得た利益に関しては、業績に連動した配

当により還元を行います。以上により、将来の利益創造と、現在の利益配分の実現を目指します。 

当社の配当政策は、安定配当の考え方を採用せず、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留保の充

実を考慮したうえで、業績に連動する利益還元を行うことを基本方針にしております。期間における株主資本

と他人資本の両経営資源活用の最終成果である当期純利益と、決算期末における財政状態に占める株主資本と

他人資本の構成に応じて、配当性向及び配当金額を算出することとしており、具体的運用基準を次のように定

めております。 

＜１株当たり配当金計算の方法＞ 

・配当金の原資は、税引き後の当期純利益とします。 

・当社所定の計算基準により配当性向を決定します。 

配当性向＝株主資本比率×０．５＋（１－株主資本比率）×０．２ 

・配当金総額の計算を次の算式により行います。 

配当金総額＝当期純利益×配当性向 

・１株当たり配当金の計算を、次の算式により行います。 

１株当たり配当金＝配当金総額÷発行済株式総数 
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＜その他＞ 

・中間配当を実施した場合の１株当たり配当計算、その他配当金計算に関する詳細は当社内規に基づい

て行われます。 

・特別な損益等の特殊要因により税引き後の当期純利益が大きく変動する営業年度については、その

影響を考慮し、配当額を決定します。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等  

当社は、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための有効な施策であ

ると理解しております。当期における投資単位の引下げに関する実施状況としましては、平成18年２月11日付

けで普通株式１株を３株に分割しております。これは、投資単位の引下げにより当社株式の流動性を高めると

ともに、当社株主様の増加をはかることを目的とした株式分割であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は、経営指標として、総資本経常利益率（ＲＯＡ）10％を目標値としております。本利益率を高めるた

めには売上高利益率ならびに総資本回転率の両比率を高めることが必要であり、収益体質、財務体質の強化を

進めながら、業容の拡大を目指してまいります。 

 

（５）中期的な会社の経営戦略と対処すべき課題  

当社の主たる取引先である土木・建設業界は公共工事の縮減傾向のなか、厳しい経営環境が続いておりま

す。特に当社の主力ユーザー層である地方建設業にとりましては、生き残りをかけた経営改善に向けた取り

組みや新分野進出への取り組みが求められる状況がますます進行するものと予想されます。 

このような環境のなか、当社におきましては、平成18年度よりの新たな中期３ヵ年の活動を開始しており、

ここにおきましては、「継続性の高い商品・サービスを中心に、新規市場の開拓を積極的に展開し、継続的な

収益基盤の拡大を目指す。」を経営方針の中心に掲げ、事業ごとの戦略を定め、収益力の強化と事業の拡大に

取り組んでまいります。特に、上述の経営環境における建設業者の経営改善に向けたシステム化・ＩＴ化を

支援する各種ソリューションの提案や、ユーザーにとって付加価値の高い新商品の提案を継続することによ

り、売上、収益の拡大を図ってまいります。 

企業基盤の整備に関しては、ＩＴの活用はもとより、積極的な企業活動に即した組織及び人事制度の導入

等をすすめ、激変する企業環境に対応できる体制、経営システムの確立に取組んでまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項  

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

①内部統制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整

備の状況 

 ・取締役会は４名の取締役と１名の社外取締役により構成されており、毎月の定例取締役会のほか、臨時

取締役会を都度開催し、重要事項の審議、報告を行っております。社外取締役は知識・経験の豊富な有

識者を任用しており、適宣、幅広い観点からの助言を得ております。さらに、取締役ならびに執行役員

からなる経営会議を毎月開催しており、社内各カンパニーの事業内容報告及び重要戦略事項の審議を行

っております。 
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・当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役、非常勤の社外監査役各１名を選任しており、取締役会及

び経営会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。 

・当社では、業務運営の適正化、合理化を推進することを目的として、専任の内部監査責任者及び当該責任

者により選出された内部監査人により内部監査委員会を構成し、主に諸規程・規則等への準拠性に係る内

部監査を行っております。効果的な内部監査の実施のため、必要に応じ、監査役及び監査法人との調整を

行っております。 

・当社は、証券取引法監査について監査法人トーマツより継続的に監査を受けており、正確な経営情報・財

務情報の提供に配慮しております。 

・当社においては、業務全般にわたる諸規程・規則が整備され、社内開示されており、役職員はこれに基づ

き職務の分担と権限・責任の牽制機能を保ちながら業務を遂行しております。また、計数管理の面におい

ては、カンパニー別、部署別の管理会計を実施し、取締役会、経営会議、各カンパニー内会議等において、

報告・議論しながら、費用・収益の適正化を追求しております。これらの内部牽制機能、計数管理制度が

有効に機能し、企業経営が適正に運営される社内システムが維持できているかの観点から、前述の監査役

監査、内部監査を計画的に実施し、経営層への報告を行っております。 

・業務上発生した諸問題等については、法律上の判断が必要な場合、専門的な立場から顧問弁護士に助言を

求めております。 
 

                  会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における状況 

・社内倫理の確立、従業員の行動規範の再確認を目的として作成した「コンプライアンス・プログラム」を

活用し、社内に周知徹底を行うなど法令遵守の体制作りを継続して行いました。 

・内部統制システムの構築に向け、平成17年９月より、社内業務の標準化およびマニュアル整備のプロジェ

クトを発足させ、活動を実施してまいりました。同マニュアルに則った業務遂行の徹底を進めるとともに、

各種帳票の見直し・改訂等も行い、社内諸ルールの強化に取り組んでおります。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当期におきましては、日本経済が企業収益の改善による設備投資の拡大や雇用情勢の改善などにより好調を

維持するなか、当社の主要取引先である土木・建設業界は、民間の設備投資に伴う受注量の増加はあったもの

の、公共工事の削減による受注量の減少傾向は変わらず、依然厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境において、当社につきましては、災害復旧にかかわる工事が期を通じて施工されたことに

伴い、レンタル事業の受注が順調に推移したこと、また、工事・安全用品販売事業、測量機器等販売事業に

ついても概ね順調に推移したことにより、前年同期を上回る売上高を確保いたしました。 

また、利益面におきましても、レンタル事業の売上総利益が拡大したことにより、売上総利益率が改善し、

さらに、販売費及び一般管理費の削減を進めたことにより、経常利益、当期純利益とも、前期を上回る実績

となりました。 

以上の結果、当期の実績は、売上高3,029,128千円（前期比5.3％増）、経常利益296,559千円（前期比85.2％

増）、当期純利益168,619千円（前期比176.3％増）となりました。  

なお、利益配当金については、上記の業績数値及び配当政策を基に算出し、普通配当を１株につき4,300円

実施する予定でおります。 
 

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

＜レンタル事業＞ 

災害復旧工事に伴う工事現場事務所向けユニットハウス等のレンタルの需要が、期を通じて高水準で推移し

たことにより、当事業の売上高は1,238,942千円（前期比7.7％増）となりました。利益面につきましても、売

上総利益が拡大したことにより、営業利益は179,563千円（前期比157.5％増）となりました。 
 

＜工事・安全用品販売事業＞ 

環境・景観分野に関する提案を進めました結果、売上高は717,052千円（前期比7.3％増）を計上いたしまし

たが、販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益は33,858千円（前期比26.9％減）となりました。 
 

＜測量機器等販売事業＞ 

土木・建設業界の新規設備投資に対する意欲の減退傾向は続いておりますが、営業活動の強化や、ウェブ上

の中古測量機マーケット「ジオネットジャパン」サイトのサービス強化を図ったことにより、売上高465,599

千円（前期比8.2％増）、営業利益72,689千円（前期比9.0％増）となりました。 
 

＜ソフトウェア事業＞ 

注力商品であります建設業経営基幹システムの販売拡大を最重要課題として、販売チャネルの開発、情報発

信の強化などの取り組みを継続しておりますが、未だ顕著な売上高の拡大に至りません。併せて、レンタル業

者向け販売管理システム、その他アプリケーションソフトや保守・サポート等のネットワーク関連の受注活動

を強化いたしましたが、売上高は607,534千円（前期比3.2％減）となりました。一方、利益面におきましては、

販売費及び一般管理費の削減に努めたことにより、営業利益9,663千円（前期は営業損失20,932千円）となり

ました。 
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（２）財政状態 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ166,754千円増加し、606,999

千円となりました。 
 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動により得られた資金は379,490千円（前年同期比134.2％増）となりました。これは主に、税引前当

期純利益296,406千円、資金支出を伴わない費用である減価償却費110,765千円を加味した資金の獲得に対して、

法人税等の支払26,197千円が充当されたことによるものであります。 
 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動により使用した資金は40,102千円（前年同期は149,905千円の獲得）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得21,879千円、無形固定資産の取得20,906千円によるものであります。 
 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動により使用した資金は172,633千円（前年同期比28.7％減）となりました。これは主に、借入金の

返済135,060千円と配当金の支払37,027千円によるものであります。 

 

当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは次のとおりです。 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率    54.4％    61.1％    66.3％     68.1％ 

時価ベースの自己資本比率    25.0％    51.6％    45.5％    146.6％ 

債務償還年数     ―    1.2年    1.8年     0.4年 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

    ―    30.6倍    20.6倍    80.3倍 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※キャッシュ･フローは営業キャッシュ･フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負

債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

(注) 16年３月期より単体ベースでの「キャッシュ･フロー計算書」を作成しているため、平成15年３月期については､

「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」の記載を省略しております。 
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（３）次期の見通し 

建設投資に関しましては、景気回復を反映して民間非住宅建設投資は増加するものの、公共工事関連建設投

資は引き続き減少傾向を辿るものと予測されており、当社の主要取引先である土木・建設業界は厳しい経営環

境が続くものと思われます。特に当社の主力ユーザー層である地方建設業にとりましては、生き残りをかけた

経営改善に向けた取り組みが求められる状況が一層厳しくなるものと予想されます。このような環境のなかで

はありますが、当社におきましては、次期よりの新たな中期経営計画において、「継続性の高い商品・サービ

スを中心に、新規市場の開拓を積極的に展開し、継続的な収益基盤の拡大を目指す。」を経営方針の中心に掲

げ、事業ごとの戦略を定め、収益力の強化と事業の拡大に取り組んでまいります。 

レンタル事業につきましては、きめ細かい受注活動の継続と、資産稼働率の向上を進め、収益の向上を図り

ます。 

工事・安全用品販売事業につきましては、環境・景観関連商品の拡販により、売上拡大を目指します。 

測量機器等販売事業につきましては、主力商品であるトータルステーションの取扱いを販売、レンタルとも

に拡大することにより、売上の拡大を図ります。また、ウェブ上の中古測量機マーケット「ジオネットジャパ

ン」サイトのサービス強化による販売拡大とメンテナンス・修理収入の拡大を目指します。 

ソフトウェア事業につきましては、建設業経営基幹システムの広域販売チャネルの開発を継続し、受注の拡

大を図るとともに、建設業向けのＩＴ化ソリューション提案によるトータルシステム販売による売上拡大を図

ります。また、レンタル事業者向け販売管理システムの拡販についても傾注してまいります。 

次期の業績予想につきましては、売上高3,200百万円、経常利益330百万円、当期純利益188百万円を予想し

ております。また、利益配当金につきましては、上記の業績予想および配当政策より、１株につき年間4,700

円を予定しております。 
 

（業績予想に関する留意事項） 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであります。今

後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合がありますこ

とをご承知おきください。 

 

（４）事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。 

①ソフトウェア事業について 

当社は土木・建設会社における情報化の進展とこれに伴う情報インフラの整備等に伴う需要を想定し、

平成６年11月より、建設業向け経営基幹システムの開発・販売の事業を戦略的事業と位置付け、全国展開

を図りながら取組んでまいりました。この間、商品競争力向上のためのシステム構成の充実、バージョン

アップの継続、販売拡大のための代理店との提携等のチャネル開発を実施してまいりましたが、いまだ、

計画した販売戦略が奏功していないことに加え、建設業界における全国的な公共投資抑制の流れに伴う設

備投資需要の減退などから、本格的な需要を喚起するに至っておりません。当期においても、引き続き、

受注確保に全力を傾注し、事業の収益拡大を図ってまいりますが、当社の想定どおりに販売が拡大しない

場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

②建設業界の動向について 

全国的な公共事業の縮小傾向により、土木・建設業界の市場が縮小しつつある現況におきまして、当社

は、これをビジネスチャンスと捉え、長野、山梨、群馬、新潟の４県におきまして、新規優良取引先の開

拓、既存優良取引先の深耕営業に取り組み、受注拡大に努めております。しかしながら、今後、公共投資
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の減少が想定以上に進展した場合、当社の業績に顕著な影響が及ぶ可能性があり、さらには、取引先建設

業者の倒産の増加により、当社の不良債権が増加し、収益が低下する可能性があります。 
 

③代表取締役に対する依存度について 

当社代表取締役社長である横島泰蔵は、当社のレンタル販売カンパニー社長及びシステムソリューショ

ンカンパニー社長を兼務しております。同氏は、当社の経営戦略策定の中心的役割を担っており、現在当

社において極めて重要な存在であります。当社では、マネジメントシステムの整備による権限委譲の促進

と責任の明確化を図りながら、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、これらの施

策が完了しないまま不測の事態により、同氏が離職するような場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

４．時価発行増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績  

平成14年３月６日に実施した時価発行公募増資（調達資金140,250千円）の資金使途については、ソフトウ

ェア事業における新たなアプリケーションソフトウェアの取得及び製作のための事業資金に使用しておりま

す。なお、平成18年３月31日までに当該事業に充当した資金は127,491千円であります。 
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５．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   440,244   606,999   

２ 受取手形   172,489   185,823   

３ 売掛金   488,912   508,561   

４ 商品   37,676   28,588   

５ 前払費用   2,453   4,873   

６ 繰延税金資産   4,544   11,042   

７ その他   25,737   19,822   

貸倒引当金   △12,991   △7,938   

流動資産合計   1,159,067 44.5  1,357,772 49.5 198,705 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) レンタル資産  1,134,601   1,109,613    

減価償却累計額  989,184 145,417  1,016,856 92,757   

(2) 建物 ※１ 473,957   474,522    

減価償却累計額  158,163 315,794  173,292 301,229   

(3) 構築物  105,571   105,571    

減価償却累計額  65,597 39,973  71,715 33,855   

(4) 機械及び装置  11,280   11,119    

減価償却累計額  9,980 1,300  9,993 1,125   

(5) 車両運搬具  153,745   142,375    

減価償却累計額  137,591 16,154  120,358 22,016   

(6) 工具器具及び備品  18,531   18,459    

減価償却累計額  14,969 3,562  16,050 2,409   

(7) 土地 ※１  800,361   800,361   

有形固定資産合計   1,322,563 50.7  1,253,755 45.7 △68,808 
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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) 

２ 無形固定資産         

(1) 借地権   3,000   3,000   

(2) 商標権   437   387   

(3) ソフトウェア   54,694   45,911   

(4) ソフトウェア仮勘定   1,500   ―   

(5) 電話加入権   7,466   7,466   

無形固定資産合計   67,099 2.6  56,765 2.0 △10,333 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   27,420   40,750   

(2) 出資金   110   110   

(3) 従業員長期貸付金   ―   1,582   

(4) 長期前払費用   1,090   7,049   

(5) 差入保証金   22,900   21,375   

(6) その他   7,771   7,849   

貸倒引当金   △637   △2,228   

投資その他の資産合計   58,653 2.2  76,488 2.8 17,834 

固定資産合計   1,448,316 55.5  1,387,009 50.5 △61,306 

資産合計   2,607,383 100.0  2,744,782 100.0 137,398 
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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 支払手形   219,038   242,767   

２ 買掛金   141,838   147,486   

３ 短期借入金 ※１  20,000   ―   

４ 一年内返済予定 
長期借入金 ※１  115,060   23,465   

５ 未払金   22,413   14,614   

６ 未払費用   39,349   40,630   

７ 未払法人税等   12,215   117,220   

８ 前受金   22,847   17,157   

９ 預り金   2,553   2,771   

10 設備支払手形   32,932   32,639   

11 その他   12,292   17,523   

流動負債合計   640,542 24.6  656,277 23.9 15,734 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※１  151,760   128,295   

２ 繰延税金負債   82,007   90,073   

３ 長期未払金   3,465   300   

固定負債合計   237,233 9.1  218,668 8.0 △18,564 

負債合計   877,775 33.7  874,945 31.9 △2,829 

         

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  425,996 16.3  425,996 15.5 ― 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  428,829   428,829    

資本剰余金合計   428,829 16.5  428,829 15.6 ― 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 利益準備金  23,600   23,600    

２ 任意積立金         

 (1) 固定資産圧縮積立金  179,515   178,250    

 (2) 別途積立金  108,000   108,000    

３ 当期未処分利益  560,286   693,153    

利益剰余金合計   871,401 33.4  1,003,004 36.5 131,603 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   3,381 0.1  12,552 0.5 9,171 

Ⅴ 自己株式 ※３  ― ―  △546 △0.0 △546 

資本合計   1,729,608 66.3  1,869,836 68.1 140,227 

負債・資本合計   2,607,383 100.0  2,744,782 100.0 137,398 
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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 商品売上高  1,376,064   1,486,509    

２ レンタル収入  1,150,040   1,238,942    

３ その他売上高  350,040 2,876,145 100.0 303,676 3,029,128 100.0 152,983 

Ⅱ 売上原価         

１ 商品売上原価         

(1) 商品期首たな卸高  44,585   37,676    

(2) 当期商品仕入高  905,506   991,068    

合計  950,092   1,028,745    

(3) 商品期末たな卸高  37,676 912,415  28,588 1,000,157   

２ レンタル収入原価   641,819   625,475   

３ その他売上原価   267,296   226,495   

売上原価合計   1,821,531 63.3  1,852,128 61.1 30,596 

売上総利益   1,054,613 36.7  1,177,000 38.9 122,386 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１ 貸倒引当金繰入額  6,026   1,779    

２ 役員報酬  53,400   53,400    

３ 給与手当  362,393   356,273    

４ 法定福利費  49,120   51,390    

５ 減価償却費  65,543   59,165    

６ 退職給付費用  9,703   9,533    

７ その他 ※１ 346,644 892,830 31.1 349,681 881,225 29.1 △11,605 

営業利益   161,783 5.6  295,775 9.8 133,991 
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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) 

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) 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  3   3    

２ 受取配当金  200   270    

３ 受取地代家賃  3,960   3,600    

４ 保険金収入  2,363   7,226    

５ その他  1,846 8,373 0.3 2,895 13,995 0.4 5,621 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  8,144   4,881    

２ 新株発行費  ―   4,579    

３ コミットメントフィー  1,903   1,749    

４ 投資有価証券評価損  ― 10,047 0.3 2,000 13,210 0.4 3,163 

経常利益   160,108 5.6  296,559 9.8 136,450 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※２ ―   384    

２ 受取損害賠償金  2,500 2,500 0.1 ― 384 0.0 △2,115 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産売却損 ※３ 47,643   246    

２ 固定資産除却損 ※４ 966 48,609 1.7 292 538 0.0 △48,071 

税引前当期純利益   113,998 4.0  296,406 9.8 182,407 

法人税、住民税 
及び事業税  38,807   132,377    

法人税等調整額  14,154 52,962 1.9 △4,590 127,786 4.2 74,824 

当期純利益   61,036 2.1  168,619 5.6 107,582 

前期繰越利益   499,249   524,534   

当期未処分利益   560,286   693,153   
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レンタル収入原価明細表 
 

  
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) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

Ⅰ 材料費  20,420 3.2 13,153 2.1 △7,267 

Ⅱ 労務費  149,297 23.3 152,613 24.4 3,316 

Ⅲ 経費  472,101 73.5 459,709 73.5 △12,392 

合計  641,819 100.0 625,475 100.0 △16,343 

 
 

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) 

経費のうち主なもの 

レンタル資産減価償却費 66,930千円 

レンタル資産リース料 111,147千円 

小額レンタル資産 22,015千円 

外注配送費 67,735千円 
 

経費のうち主なもの 

レンタル資産減価償却費 51,348千円

レンタル資産リース料 132,325千円

小額レンタル資産 20,621千円

外注配送費 54,826千円
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③ キャッシュ・フロー計算書 

  
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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税引前当期純利益  113,998 296,406 182,407 

２ 減価償却費  132,698 110,765 △21,932 

３ 貸倒引当金の増加(△減少)額  788 △3,461 △4,249 

４ 受取利息及び受取配当金  △203 △273 △70 

５ 支払利息  8,144 4,881 △3,263 

６ 投資有価証券評価損  ― 2,000 2,000 

７ 固定資産売却益  ― △384 △384 

８ 固定資産売却損  47,643 246 △47,397 

９ 固定資産除却損  966 292 △674 

10 売上債権の増加額  △33,872 △38,673 △4,800 

11 たな卸資産の減少額  6,909 9,088 2,179 

12 仕入債務の増加額  10,268 26,453 16,185 

13 その他  △26,849 2,797 29,647 

小計  260,491 410,138 149,646 

14 利息及び配当金の受取額  203 273 70 

15 利息の支払額  △7,865 △4,723 3,142 

16 法人税等の支払額  △90,762 △26,197 64,565 

営業活動によるキャッシュ・フロー  162,066 379,490 217,424 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産の取得による支出  △11,630 △21,879 △10,248 

２ 有形固定資産の売却による収入  171,700 1,307 △170,392 

３ 無形固定資産の取得による支出  △12,355 △20,906 △8,551 

４ 投資有価証券の取得による支出  △14,717 ― 14,717 

５ 貸付けによる支出  ― △1,724 △1,724 

６ その他  16,909 3,100 △13,809 

投資活動によるキャッシュ・フロー  149,905 △40,102 △190,008 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の純増加(△純減少)額  20,000 △20,000 △40,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △219,160 △115,060 104,100 

３ 自己株式の取得による支出  ― △546 △546 

４ 配当金の支払額  △42,895 △37,027 5,868 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △242,055 △172,633 69,421 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  69,916 166,754 96,838 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  370,328 440,244 69,916 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  440,244 606,999 166,754 
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④ 利益処分案 

  
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 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   560,286  693,153 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１ 固定資産圧縮積立金 
  取崩額  1,264 1,264 1,264 1,264 

合計   561,550  694,418 

Ⅲ 利益処分額      

１ 配当金  37,016 37,016 69,182 69,182 

Ⅳ 次期繰越利益   524,534  625,235 
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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 

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)を採用しております。 

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を採用して

おります。  

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 

商品 移動平均法による原価法によってお

ります。 

商品          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。ただし、平

成10年４月１日以降取得したレンタル資

産のうち賃貸用ハウス及び建物(建物附

属設備を除く。)については、定額法によ

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。 

  レンタル資産(賃貸用ハウス)７年 

  建物        ７年～50年 

(1) 有形固定資産 

同  左 

 (2) 無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込有効期間(３年以内)における販

売見込数量を基準とした償却額と残存有

効期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却しております。 

   

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込有効期間(３年以内)における販

売見込数量を基準とした償却額と残存有

効期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却しております。 

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

く定額法によっております。 

４ 繰延資産の処理方法 ――――― 

 

新株発行費 

  支出時に全額費用として処理しており

ます。 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒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。 

貸倒引当金 

同  左 

６ 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 

７ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同  左 

８ 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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用

しております。 

同  左 
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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) 

１ 「設備支払手形」は、前事業年度まで流動負債の「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負債

及び資本の合計額の100分の１を超えたため区分掲記して

おります。 

なお、前事業年度末の流動負債の「その他」に含まれる

「設備支払手形」は13,443千円であります。 

 

２ 「コミットメントフィー」は、前事業年度まで営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分

掲記しております。 

なお、前事業年度の営業外費用の「その他」に含まれる

「コミットメントフィー」は445千円であります。 

――――― 
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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 担保提供資産及びこれに対応する債務 

    担保に供している資産 

建物 308,256千円

土地 800,361千円

計 1,108,617千円

    対応する債務 

短期借入金 20,000千円

一年内返済予定長期借入金 45,060千円

長期借入金 151,760千円

計 216,820千円
 

※１ 担保提供資産及びこれに対応する債務 

    担保に供している資産 

建物 294,351千円 

土地 800,361千円

計 1,094,712千円

    対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 23,465千円

長期借入金 128,295千円

計 151,760千円
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 15,840株

発行済株式総数 普通株式 5,364.71株
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 47,520株

発行済株式総数 普通株式 16,094.13株
 

※３          ――――― 

 

※３ 自己株式 

  当社が保有する自己株式は、普通株式5.13株であります。 

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3,381千円であります。 

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12,552千円であります。 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と

コミットメントライン契約を締結しております。当該契約に

基づく当事業年度末における借入極度額及び借入未実行残高

は次のとおりであります。 

  借入コミットメントラインの極度額   500,000千円 

  借入コミットメントラインの未実行残高 500,000千円 

５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と

コミットメントライン契約を締結しております。当該契約に

基づく当事業年度末における借入極度額及び借入未実行残高

は次のとおりであります。 

  借入コミットメントラインの極度額   500,000千円 

  借入コミットメントラインの未実行残高 500,000千円 

 

(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 研究開発費の総額は、26,925千円であり、全て一般管理

費に含まれております。  

※１ 研究開発費の総額は、18,784千円であり、全て一般管理

費に含まれております。  

※２          ――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 384千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 8,253千円

構築物 501千円

土地 38,887千円

計 47,643千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 246千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産 966千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

レンタル資産 292千円
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 440,244千円 
現金及び現金同等物 440,244千円  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 606,999千円 
現金及び現金同等物 606,999千円  

 

(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) 

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 

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) 

レンタル資産 531,261 267,026 264,235 

車両運搬具 45,738 31,859 13,879 

工具器具 
及び備品 37,940 11,870 26,069 

ソフトウェア 3,945 1,052 2,893 

合計 618,886 311,808 307,077 
 

 
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) 

レンタル資産 505,252 228,904 276,347 

車両運搬具 6,400 1,600 4,799 

工具器具 
及び備品 46,642 16,864 29,777 

ソフトウェア 4,891 2,040 2,851 

合計 563,185 249,409 313,776 
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 145,145千円 

１年超 169,451千円 

合計 314,596千円 
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 159,032千円 

１年超 159,710千円 

合計 318,742千円 
 

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 123,175千円 

減価償却費相当額 108,675千円 

支払利息相当額 13,209千円 
 

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 140,772千円 

減価償却費相当額 125,852千円 

支払利息相当額 12,430千円 
 

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ので、項目等

の記載は省略しております。 

２      ――――― 
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 2,631千円 

１年超 6,217千円 

合計 8,849千円 
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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) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 取得原価(千円) 貸借対照表計上額 
(千円) 差額(千円) 

株式 19,767 25,420 5,652 

債券 ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

その他 ― ― ― 

合計 19,767 25,420 5,652 

 

   ２ 時価評価されていない有価証券 
 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
非上場株式 

 
2,000 

 

当事業年度(平成18年３月31日現在) 

 その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 取得原価(千円) 貸借対照表計上額 
(千円) 差額(千円) 

株式 19,767 40,750 20,982 

債券 ― ― ― 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

その他 ― ― ― 

合計 19,767 40,750 20,982 

   
（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

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 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定拠出年金制度を採用しております。 

なお、平成15年4月に退職一時金制度の全部について確定拠

出年金制度へ移行しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定拠出年金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付費用に関する事項 

確定拠出年金への掛金支払額 12,588千円 

退職給付費用                    12,588千円 
 

２ 退職給付費用に関する事項 

確定拠出年金への掛金支払額 12,336千円 

退職給付費用                    12,336千円 
 

 

(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主な原因別の内訳 

  繰延税金資産(流動) 

未払事業税 1,490千円 

貸倒引当金 1,348千円 

その他     1,705千円 

 4,544千円 
 
  繰延税金資産(固定) 

固定資産除却損 16,069千円 

土地評価損 19,012千円 

長期未払金 1,392千円 

その他 5,555千円 

 42,029千円 

評価性引当額 △2,063千円 

 39,965千円 
 

  繰延税金負債(固定) 
固定資産圧縮積立金 △119,701千円

その他有価証券評価差額金 △2,270千円

 △121,972千円

繰延税金負債(固定)の純額 △82,007千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産(流動) 

未払事業税 8,842千円 

未払金 1,204千円 

その他     995千円 

 11,042千円 
 
  繰延税金資産(固定) 

固定資産除却損 14,769千円 

土地評価損 19,012千円 

その他 6,293千円 

 40,076千円 

評価性引当額 △2,867千円 

 37,208千円 

  
 

  繰延税金負債(固定) 
固定資産圧縮積立金 △118,852千円

その他有価証券評価差額金 △8,429千円

 △127,282千円

繰延税金負債(固定)の純額 △90,073千円 

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

な項目別の内訳 

法定実効税率 40.17％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入され 
ない項目 3.87％

住民税均等割額 2.26％

その他 0.16％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 46.46％

  

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

な項目別の内訳 

法定実効税率 40.17％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入され 
ない項目 1.50％

住民税均等割額 0.96％

その他 0.48％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 43.11％
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(持分法損益等) 

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) 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
(千円) 

商品等 
販売 36 ― ― 役員及

び主要
株主の
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

レベル 
建設株式
会社 

長野県 
上田市 10,000 建設業 ― ― 

商品の販
売、仕入及
びレンタ
ル用ユニ
ットハウ
スの製造
委託先 

営業取引 
レンタル
資産、商品
仕入及び
部材の購
入 

15,815 買掛金 239 

(注)  １ 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般的条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)  

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
(千円) 

商品等 
販売 100 ― ― 役員及

び主要
株主の
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

レベル 
建設株式
会社 

長野県 
上田市 10,000 建設業 ― ― 

商品の販
売、仕入及
びレンタ
ル用ユニ
ットハウ
スの製造
委託先 

営業取引 
レンタル
資産、商品
仕入及び
部材の購
入 

9,334 買掛金 975  

(注)  １ 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般的条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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(１株当たり情報) 
 

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 322,404円86銭 116,218円32銭 

１株当たり当期純利益 11,377円49銭 10,479円38銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 11,345円77銭 10,196円75銭 

   当社は平成18年２月11日付で普通株式
１株を３株に分割しております。 
 なお、当該株式分割が前事業年度期首に
行われたと仮定した場合の前事業年度の
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 107,468円29銭  

１株当たり 
当期純利益 3,792円50銭  

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 3,781円92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   

当期純利益(千円) 61,036 168,619 

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(千円) 61,036 168,619 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,364.71 16,090.60 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 15 446 

(うち新株予約権)(株) 15 446 

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 

―――― ―――― 
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６．仕入、レンタル資産購入及び販売の状況 

(1) 商品仕入実績 

商品仕入実績を事業部門別に示すと、次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) 

比較増減 
事業部門別の名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 

工 事 ・ 安 全 用 品 販 売 事 業 249,646 27.6 321,292 32.4 71,646 

測 量 機 器 等 販 売 事 業 261,136 28.8 282,101 28.5 20,965 

ソ フ ト ウ ェ ア 事 業 394,723 43.6 387,673 39.1 △7,049 

合計 905,506 100.0 991,068 100.0 85,562 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) レンタル資産購入実績 
 

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 
事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

レ ン タ ル 事 業 27,779 21,354 △6,424 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

販売実績を事業部門別に示すと、次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) 

比較増減 
事業部門別の名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 

レ ン タ ル 事 業 1,150,040 40.0 1,238,942 40.9 88,901 

工 事 ・ 安 全 用 品 販 売 事 業 668,326 23.2 717,052 23.7 48,725 

測 量 機 器 等 販 売 事 業 430,469 15.0 465,599 15.4 35,129 

ソ フ ト ウ ェ ア 事 業 627,308 21.8 607,534 20.0 △19,773 

合計 2,876,145 100.0 3,029,128 100.0 152,983 

(注)  １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、いずれの販売先についても当該

割合が10％未満のため記載を省略しております。 
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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（平成18年６月23日付予定） 

①新任監査役候補 
     常勤監査役  中 野 勝 由  

   

   ②退任予定監査役 
     常勤監査役  青 木 三 郎  
 


