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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15日 

上 場 会 社 名 株式会社 ＧＤＨ  上 場 取 引 所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 3755  本 社 所 在 都 道 府 県 東京都 

(URL http://www.gdh.co.jp/)    

代 表 者 

問 合 せ 責 任 者 

役職名 代表取締役社長    氏 名 石川 真一郎 

役職名 ファイナンス部門長  氏 名 後藤 文明  ＴＥＬ 03-5358-1923

決 算 取 締 役 会 開 催 日 平成18年５月15日  中 間 配 当 制 度 の有無 有 

配 当 支 払 開 始 日 平成－年－月－日  定 時 株 主 総 会 開催日 平成18年６月28日 

単元株制度の採用の有無 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 3,846 (5.5) 194 (△33.6) 211 (△20.6) 

17年３月期  3,647 (65.8) 292 (205.8) 266 (547.4) 

 

 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 123 (△24.3) 2,497  75 2,282  81 4.2 2.9 5.5 

17年３月期 163 (－) 7,277  54 6,968  97 7.1 5.7 7.3 

 (注) ① 期中平均株式数 18年３月期 49,450株  17年３月期 22,425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ﾊﾟｰｾﾝﾄ表示は、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 年間配当金  

 円 銭 円 銭

18年３月期 ０ 00 ０ 00 

17年３月期 ０ 00 ０ 00 
           

 
(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。 

 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 9,676 3,054 31.6 61,107 15 

17年３月期 5,029 2,856 56.8 116,903 01 

 (注) ① 期末発行済株式数 18年３月期 49,984株 17年３月期 24,432株 
    ② 期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －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 3,000 150 86 ０ 00 －  －  

通   期 6,000 250 143 －  ０ 00 ０ 00 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  2,860円 92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。 
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１ 財務諸表等 

① 貸借対照表 

 

  
 

第６期 
(平成17年３月31日) 

第７期 
(平成18年３月31日)          期別 

  科目 注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比
(％)

 
 

比較増減

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産 
 

 

１ 現金及び預金  448,457 725,087 276,630

２ 受取手形  12,600 － △12,600

３ 売掛金 ※３ 1,250,042 1,451,573 201,530

４ 仕掛品  99,179 306,124 206,944

５ 貯蔵品  4,321 1,625 △2,696

６ 繰延税金資産  22,160 15,426 △6,734

７ 短期貸付金  473 11,518 11,045

８ 関係会社短期貸付金  40,771 18,500 △22,271

９ 未収入金  3,556 7,519 3,962

10 関係会社未収入金  93,719 21,127 △72,591

11 立替金  130,588 227,043 96,455

12  前払金  － 198,084 198,084

13 その他  60,738 90,896 30,158

流動資産合計  2,166,607 43.1 3,074,526 31.8 907,919

Ⅱ 固定資産   

１  有形固定資産    

 (1) 建物  20,598 36,882  

   減価償却累計額  3,534 17,063 8,350 28,532 11,468

 (2) 車両運搬具  1,941 2,448  

   減価償却累計額  1,844 97 2,046 401 304

 (3) 器具備品  28,993 45,043  

   減価償却累計額  10,739 18,254 20,201 24,842 6,587

    有形固定資産合計  35,415 0.7 53,776 0.6 18,361

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア ※１ 72,227 61,926 △10,301

(2) ソフトウェア仮勘定  － 3,268 3,268

(3) コンテンツ版権  936,664 929,204 △7,460

(4) コンテンツ版権仮勘定  650,176 1,436,984 786,808

(5) 電話加入権  183 183 －

無形固定資産合計 1,659,251 33.0 2,431,566 25.1 772,315
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第６期 
(平成17年３月31日) 

第７期 
(平成18年３月31日)          期別 

  科目 注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比
(％)

 
 

比較増減

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  276,789 504,857 228,068

(2) 関係会社株式  591,225 3,164,825 2,573,600

(3) 長期貸付金  72,965 96,356 23,390

(4) 関係会社長期貸付金  － 81,500 81,500

(5) 繰延税金資産  83,841 76,863 △6,977

(6) 敷金保証金  121,208 179,887 58,678

(7) その他  22,415 12,776 △9,638

投資その他の資産合計  1,168,446 23.2 4,117,066 42.5 2,948,620

固定資産合計  2,863,112 56.9 6,602,409 68.2 3,739,297

資産合計  5,029,720 100.0 9,676,936 100.0 4,647,216
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  第６期 
(平成17年３月31日) 

第７期 
(平成18年３月31日)          期別 

  科目 注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比
(％) 

 
 

比較増減

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金 ※３ 30,363 184,238  153,875

２ 短期借入金  200,000 2,500,000 
 
2,300,000

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金  

※１ 493,250 828,260 
 

335,010

４ 一年以内償還予定社債  120,000 60,000  △60,000

 ５ 未払金 ※３ 433,373 815,627  382,254

 ６ 未払費用  9,268 12,748  3,479

 ７ 未払法人税等  177,601 －  △177,601

 ８ 前受金  157,716 120,235  △37,480

 ９ 預り金  338,490 100,294  △238,196

  10 その他   8,183 2,492  △5,691

流動負債合計  1,968,246 39.1 4,623,896 47.8 2,655,650

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  60,000 －  △60,000

２ 長期借入金  ※１ 145,300 1,998,660  1,853,360

固定負債合計  205,300 4.1 1,998,660 20.6 1,793,360

負債合計  2,173,546 43.2 6,622,556 68.4 4,449,010

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,322,572 26.3 1,353,948 14.0 31,376

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  1,363,722 1,395,098   31,376

資本剰余金合計  1,363,722 27.1 1,395,098 14.5 31,376

Ⅲ 利益剰余金    

当期未処分利益  178,887 302,400   

利益剰余金合計  178,887 3.6 302,400 3.1 123,513

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △9,007 △0.2 2,931 0.0 11,939

資本合計  2,856,174 56.8 3,054,379 31.6 198,205

負債資本合計  5,029,720 100.0 9,676,936 100.0 4,647,216
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② 損益計算書 

 

  第６期 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)          期別 

  科目 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比 
(％) 

 
 

比較増減

Ⅰ 売上高    

 １ ライツ事業売上高  3,156,859 2,277,535   

 ２ 制作事業売上高  292,130 1,309,915   

 ３ 業務受託料収入  198,064 3,647,053 100.0 258,562 3,846,012 100.0 198,958

Ⅱ 売上原価     

 １ ライツ事業原価  2,223,125 2,022,585   

 ２ 制作事業原価  219,393 2,442,518 67.0 377,806 2,400,391 62.4 △42,127

売上総利益  1,204,535 33.0 1,445,621 37.6 241,086

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 911,812 25.0 1,251,118 32.5 339,306

営業利益  292,723 8.0 194,502 5.1 △98,220

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 ※１ 1,483 884   

 ２ 受取配当金  － 3,487   

 ３ 為替差益  20,604 13,119   

 ４ 補助金収入  － 24,519   

 ５ 保険解約返戻金  － 7,507   

 ６ その他  2,300 24,388 0.7 6,383 55,901 1.4 31,512

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  28,330 34,861   

 ２ 社債利息  3,900 1,764   

 ３ 新株発行費  17,503 1,779   

 ４ その他  403 50,138 1.4 64 38,470 1.0 △11,668

経常利益  266,973 7.3 211,933 5.5 △55,039

Ⅵ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※３ 125 125 0.0 － － － △125

税引前当期純利益  266,848 7.3 211,933 5.5 △54,914

法人税、住民税及び 
事業税 

 
181,677 83,268   

法人税等調整額  △78,028 103,649 2.8 5,151 88,420 2.3 △15,229

当期純利益  163,198 4.5 123,513 3.2 △39,685

前期繰越利益 
 

15,688 178,887  163,198

当期未処分利益  178,887 302,400  123,513
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ライツ事業原価明細書 

 

  
第６期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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 
(％) 

１ コンテンツ版権原価  384,054 17.3 215,958 10.7

２ 分配金原価  1,109,157 49.9 1,097,238 54.2

３ 経費 ※２ 729,913 32.8 709,387 35.1

ライツ事業原価  2,223,125 100.0 2,022,585 100.0

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 原価計算の方法は、実際個別原価計算によっており

ます。 
  

１ 原価計算の方法は、実際個別原価計算によっており

ます。 
  

※２ 経費のうち主要な費目及び金額 

減価償却費 729,913千円
 

※２ 経費のうち主要な費目及び金額 

減価償却費 709,387千円

 
 

 



ファイル名:決算短信（個別）060515 開示 更新日時:5/15/2006 1:24:00 PM 印刷日時:06/05/15 13:35 

― 7 ― 

制作事業原価明細書 

 

  
第６期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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 労務費  22,544 9.2 40,859 8.4

Ⅱ 外注費  211,276 86.4 387,661 80.2

Ⅲ 経費 ※２ 10,699 4.4 54,935 11.4

当期総制作費用  244,521 100.0 483,456 100.0

期首仕掛品たな卸高  74,051 99,179 

合計  318,572 582,635 

期末仕掛品たな卸高  99,179 204,829 

制作事業原価  219,393 377,806 

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 原価計算の方法は、実際個別原価計算によっており

ます。 
  

１ 原価計算の方法は、実際個別原価計算によっており

ます。 
  

※２ 経費のうち主要な費目及び金額 

支払報酬 3,861千円

地代家賃 1,413千円

旅費交通費 1,296千円

減価償却費 278千円
 

※２ 経費のうち主要な費目及び金額 

消耗器具備品費 10,167千円

地代家賃 16,613千円

旅費交通費 6,240千円

減価償却費 3,860千円
 

 

③ 利益処分案 

 

  
第６期 

(平成17年６月29日) 
第７期 

(平成18年６月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  178,887  302,400

Ⅱ 利益処分額  ―  ―

Ⅲ 次期繰越利益  178,887  302,400

   

(注)日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第６期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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) 関係会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(2) その他有価証券 

      時価のあるもの 

      決算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 

(3) 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資金については、匿名

組合損益のうち持分相当額部分を

「営業損益」に計上し、同額を匿

名組合出資金に加減算することに

より評価しております。 

 

(1) 関係会社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 匿名組合出資金の会計処理 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

商品 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、以下のと

おりであります。 

建物 10年～15年

車両運搬具 ３年

器具備品 ３年～20年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  ソフトウェア 

定額法を採用しております。 

なお、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)に基づく定額法を採用

しております。 

コンテンツ版権 

  法人税法に定める特別な償却方法

と同様の償却方法により２年で償

却しております。 

(2) 無形固定資産 

   ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 コンテンツ版権 

        同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

５ 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。 

 新株発行費 

同左 
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項目 
第６期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 外貨建の資産又は負債の

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 

７ 引当金の計上基準 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等

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。 

当事業年度においては、債権の回収

が確実であること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上しておりませ

ん。 

貸倒引当金 

同左 

８ 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 

９ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処理を

採用しております。 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

 

 (3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金融収支

改善のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略

しております。 

 

10 その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 
 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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） 

「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

当事業年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第６期 

(平成17年３月31日) 

第７期 

(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   システム開発資金16,800千円（長期借入金8,000 

   千円 一年内返済予定の長期借入金8,800千円） 

   の担保に供しているものは、次のとおりでありま

す。 

 ソフトウェア        12,067千円 

 

※１ 担保資産及び担保付債務 

システム開発資金8,000千円（一年内返済予定の

長期借入金8,000千円）の担保に供しているもの

は、次のとおりであります。 

 ソフトウェア        8,619千円 

 

  ２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 56,320株

発行済株式総数  普通株式 24,432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 195,000株

発行済株式総数  普通株式 49,984株
 

 

※３ 関係会社に対する資産及び負債 

   関係会社に対する資産及び負債に区分掲記された

   もののほかで各科目に含まれているものは、次の

   ものがあります。 

 

    売掛金           70,953千円 

 

 

※３ 関係会社に対する資産及び負債 

   関係会社に対する資産及び負債に区分掲記された

   もののほかで各科目に含まれているものは、次の

   ものがあります。 

 

    売掛金          146,671千円 

    買掛金           49,665千円 

    未払金           49,431千円 

 

  ４ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額       1,500,000千円 

借入実行残高          200,000千円 

差 引 額         1,300,000千円 

 

  ５ 偶発債務 

 ４ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額       3,100,000千円 

借入実行残高        2,500,000千円 

差 引 額           600,000千円 

 

  ５ 偶発債務 

次の関係会社について、債務保証を行っておりま

す。 

 

保証先 ㈱ゴンゾロッソオンライン 

金 額 100,000千円 

内 容 被保証者の銀行借入に対する保証
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(損益計算書関係) 

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 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。 

受取利息 1,152千円

 
 

※１ 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。 

受取利息 439千円

 
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は16％、一

般管理費に関する費用のおおよその割合は84％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。 

広告宣伝費 136,871千円

役員報酬 88,444千円

給与 285,727千円

地代家賃 45,978千円

減価償却費 12,795千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は21％、一

般管理費に関する費用のおおよその割合は79％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。 

広告宣伝費 233,475千円

役員報酬 104,392千円

給与 368,605千円

地代家賃 63,689千円

減価償却費 27,142千円
 

  

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具備品 125千円
 

※３ 
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 (リース取引関係) 

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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 

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) 

器具備品 105,334 55,936 49,397

合計 105,334 55,936 49,397

 

 
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) 

建物 5,865 684 5,180

車両運搬具 3,450 1,474 1,976

器具備品 93,089 44,716 48,373

合計 102,405 46,875 55,530

 
  

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 20,575千円

１年超 31,247千円

 合計 51,823千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,396千円

１年超 39,579千円

 合計 58,975千円
 

  

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 25,131千円

減価償却費相当額 22,590千円

支払利息相当額 2,952千円
 

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 21,344千円

減価償却費相当額 19,663千円

支払利息相当額 1,963千円
 

  

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 

 

  

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 11,047千円

１年超 6,842千円

 合計 17,889千円

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未

経過リース料期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条

件で第三者にリースしているので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。 

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,661千円

１年超 2,120千円

 合計 5,781千円

 

同左 
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(有価証券関係) 

第６期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び第７期(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) 

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 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 

(流動資産) 

 未払事業税 16,024千円

 未払賞与 4,712千円

 一括償却資産 1,422千円

  繰延税金資産(流動)合計 22,160千円

(固定資産) 

 関係会社貸付金償却否認額 9,153千円

  その他有価証券評価差額金 6,549千円

 ｺﾝﾃﾝﾂ版権償却損金算入限度超過額 67,257千円

 一括償却資産 881千円

  繰延税金資産(固定)合計 83,841千円
 

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 

(流動資産) 

 未払事業税 9,279千円

 未払賞与 3,112千円

 一括償却資産 2,222千円

 未払事業所税 811千円

  繰延税金資産(流動)合計 15,426千円

(固定資産) 

 関係会社貸付金償却否認額 15,203千円

 ｺﾝﾃﾝﾂ版権償却損金算入限度超過額 68,267千円

 一括償却資産 1,453千円

  小計 84,924千円

  評価性引当額 △6,050千円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △2,011千円

  繰延税金資産(固定)合計 76,863千円
 

  

繰延税金負債 

(固定負債) 

 その他有価証券評価差額金 2,011千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 △2,011千円

  繰延税金資産(流動)合計 －
 

 

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

  率との間の差異が、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) 

 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(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 116,903.01円 １株当たり純資産額 61,107.15円

１株当たり当期純利益金額 7,277.54円
 

１株当たり当期純利益金額 2,497.75円
 

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益金額        6,968.97円

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益金額        2,282.81円

(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。 

 

 
第６期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

第７期 
(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） 163,198 123,513

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） 163,198 123,513

普通株式の期中平均株式数(株) 22,425 49,450

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数(株) 994 4,656

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（株） 

新株予約権 994 4,656

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 

 
新株予約権（新株予

約権の数2,790個） 
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 (重要な後発事象) 

第６期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第７期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

株式分割 

平成17年２月15日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

(1) 平成17年５月20日をもって普通株式１株につき２

株に分割いたします。 

① 分割により増加する株式数 

普通株式  24,432株 

② 分割方法 

平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載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いたします。 

(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

第５期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の第６期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

 

第５期 第６期 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

51,428.26円 58,451.50円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

436.90円 3,638.77円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額

― 3,484.49円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株価が

把握できませんので、記載

しておりません。 
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２ 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。 

 


