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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。

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 2,597 54.9 211 38.3 222 32.2

17年３月期 1,676 42.3 153 318.8 168 295.8

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 106 20.9 4,273 64 3,245 51 13.1 17.4 8.6

17年３月期 88 180.9 26,115 61 － － 56.7 31.5 10.0

（注）①期中平均株式数 18年３月期 25,033株 17年３月期 3,386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、対前期増減率であります。

  なお、平成18年１月31日付で１株につき５株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う影響を

加味し遡及修正を行った場合の１株当たり指標は以下の通りであります。

　(参考）１株当たりの当期純利益 　5,223円12銭

(2）配当状況 （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。

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 0 00 0 00 0 00 0 － －

17年３月期 0 00 0 00 0 00 0 － －

(3）財政状態 （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。

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 1,839 1,402 76.2 51,592 35

17年３月期 712 230 32.3 57,516 32

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 27,175株 17年３月期 4,005株

②期末自己株式数 18年３月期 0株 17年３月期 0株

  なお、平成18年１月31日付で１株につき５株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う影響を

加味し遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりになります。

　１株当たりの株主資本（17年３月期) 　11,503円26銭
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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 1,517 112 57 ― 　― 　―

通　期 3,451 309 157 ―   ― 　―

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5,792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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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第７期
（平成17年３月31日）

第８期
（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 373,338 891,444 518,106

２．売掛金 234,950 296,339 61,389

３．仕掛品 489 2,276 1,786

４．貯蔵品 970 653 △317

５．前払費用 16,972 10,190 △6,781

６．未収入金 141 7,634 7,492

７．繰延税金資産 14,484 19,969 5,485

８．関係会社短期貸付金 － 25,000 25,000

９．その他 － 666 666

貸倒引当金 △1,115 △1,387 △271

流動資産合計 640,232 89.9 1,252,787 68.1 612,555

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

（1）建物 13,876 17,205  

減価償却累計額 2,282 11,593 △6,761 10,443 △1,150

（2）器具備品 6,308 8,794  

減価償却累計額 3,053 3,255 △4,253 4,540 1,285

有形固定資産合計 14,849 2.1 14,984 0.8 135
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第７期
（平成17年３月31日）

第８期
（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）

２．無形固定資産  

（1）商標権 － 187 187

（2）ソフトウエア 10,283 14,107 3,824

（3）その他 2,564 3,590 1,026

無形固定資産合計 12,847 1.8 17,885 1.0 5,038

３．投資その他の資産  

（1）投資有価証券 － 251,313 251,313

（2) 関係会社株式 － 205,000 205,000

 (3) 差入保証金 43,675 70,502 26,827

（4）破産更生債権等 1,277 1,048 △229

（5）長期前払費用 68 419 350

（6）繰延税金資産 733 15,870 15,136

　　貸倒引当金 △1,277 △1,048 229

投資その他の資産合計 44,477 6.2 543,105 29.5 498,627

固定資産合計 72,174 10.1 575,975 31.3 503,800

Ⅲ　繰延資産

１．新株発行費 － 10,268 10,268

繰延資産合計 － － 10,268 0.6 10,268

資産合計 712,406 100.0 1,839,031 100.0
1,126,62

4

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 79,903 53,253 △26,649

２．1年以内返済長期借入
金

75,116 67,996 △7,120

３．未払金 90,501 97,040 6,538

４．未払費用 12,485 7,971 △4,513

５．未払法人税等 80,119 76,888 △3,231

６．未払消費税等 21,115 30,287 9,171

７．前受金 351 4,216 3,865

８．預り金 4,191 6,965 2,774

９．賞与引当金 16,633 29,582 12,949

10.新株予約権 － 34,320 34,320

11．その他 52 22 △30

流動負債合計 380,469 53.4 408,543 22.2 28,074
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第７期
（平成17年３月31日）

第８期
（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）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 101,280 28,344 △72,936

２．その他 304 121 △182

固定負債合計 101,584 14.3 28,465 1.6 △73,118

負債合計 482,053 67.7 437,009 23.8 △45,044

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※ 100,710 14.1 608,810 33.1 508,100

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 33,510 612,350  

資本剰余金合計 33,510 4.7 612,350 33.3 578,840

Ⅲ　利益剰余金  

１．当期未処分利益 96,132 203,114 106,982

利益剰余金合計 96,132 13.5 203,114 11.0 106,982

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

－ － △22,252 △1.2 △22,252

資本合計 230,352 32.3 1,402,022 76.2
1,171,66

9

負債・資本合計 712,406 100.0 1,839,031 100.0
1,126,62

4

 

－ 5 －



(2）損益計算書

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（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 1,676,375 100.0 2,597,307 100.0 920,932

Ⅱ　売上原価 1,079,357 64.4 1,640,452 63.2 561,095

売上総利益 597,017 35.6 956,854 36.8 359,837

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 443,909 26.5 745,021 28.6 301,111

営業利益 153,108 9.1 211,833 8.2 58,725

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 1 66  

２．受取配当金 8 －  

３．受取手数料 － 4,200  

４．保険解約受取金 9,864 －  

５．安全協力会費 5,758 9,309  

６．自社広告手数料収入 2,914 8,080  

７．投資有価証券売却益 － 3,893  

８．その他 2,790 21,337 1.3 5,163 30,713 1.2 9,375

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 5,618 3,808  

２．新株発行費 564 7,819  

３. 貸倒引当金繰入額 － 107  

４．支払手数料 － 7,613  

５．その他 28 6,211 0.4 697 20,045 0.8 13,834

経常利益 168,234 10.0 222,500 8.6 54,266

Ⅵ　特別利益  

１．賞与引当金戻入益 5,134 5,134 0.3 － － － △5,134

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 412 167  

２．上場準備費用 8,018 11,529  

３．社名変更費用 2,993 11,425 0.6 － 11,696 0.5 271

税引前当期純利益 161,943 9.7 210,804 8.1 48,860

法人税、住民税及び事
業税

75,916 109,176  

法人税等調整額 △2,400 73,516 4.4 △5,354 103,821 4.0 30,305

当期純利益 88,427 5.3 106,982 4.1 18,554

前期繰越利益 7,705 96,132 88,427

当期未処分利益 96,132 203,114 106,982
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売上原価明細書

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　仕入高 116,788 10.8 293,243 17.9 176,455

Ⅱ　労務費 ※２ 575,596 53.3 718,103 43.9 142,507

Ⅲ　外注費 187,236 17.4 218,419 13.3 31,182

Ⅳ　経費  

１．旅費交通費 50,234 57,777  

２．採用教育費 15,401 34,765  

３．展示会費 103,350 184,296  

４．その他 30,676 199,663 18.5 130,262 407,102 24.9 207,439

当期総業務費用 1,079,285 100.0 1,636,869 100.0 557,584

期首仕掛品たな卸高 561 489 △72

合計 1,079,846 1,637,358 557,512

期末仕掛品たな卸高 489 2,276 1,786

売上原価 1,079,357 1,635,082 555,725

　（脚注）

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８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原価による個別原価計算を採
用しております。

　１　　　　　　　　　 同左

※２　賞与引当金繰入額 3,440千円 ※２　賞与引当金繰入額 4,061千円
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(3）キャッシュ・フロー計算書

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 161,943

減価償却費 3,172

貸倒引当金の増減額 1,703

賞与引当金の増減額 △2,008

固定資産除却損 412

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 5,618

売上債権の増加額 △85,269

たな卸資産の増加額 △98

保証金等の増加額 △9,463

仕入債務の増加額 31,694

未払金等の増加額 47,154

未払消費税等の増加額 5,934

その他 4,360

小計 165,144

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △4,403

法人税等の支払額 △381

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,368
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第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △500

有形固定資産の取得による支出 △237

無形固定資産の取得による支出 △10,684

その他 200

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,222

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 △66,680

長期借入れによる収入 180,000

長期借入金の返済による支出 △77,287

新株予約権の発行による収入 5,300

株式の発行による収入 55,120

財務活動によるキャッシュ・フロー 96,453

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 245,598

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 127,239

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 372,838
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(4）利益処分案

第７期
（株主総会承認日
平成17年６月28日）

第８期
（株主総会承認日
平成18年６月28日）

対前年比

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 96,132 203,114 106,982

Ⅱ　次期繰越利益 96,132 203,114 106,982
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重要な会計方針

項目
第７期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８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) 子会社株式

　　 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券（営業投資有価証券を

含む）

 　　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)

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

デリバティブ 

 　　 時価法

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 仕掛品

　個別法による原価法

(1) 仕掛品

同左

(2) 貯蔵品

　最終仕入原価法

(2) 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。但し、建

物（建物附属設備を除く）については定

額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　３～25年

器具備品　　　　　　４～８年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。但し、建

物（建物附属設備を除く）については定

額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　３～25年

器具備品　　　　　　４～８年

(2）無形固定資産

　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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

　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）に基づいております。
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項目
第７期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）新株発行費

　　新株発行費は従来支出時の費用として

おりましたが、当下期における企業再生

進出並びに子会社設立に併せ実施した第

三者割当増資の効果は、その事業の特性

上長期の期間に渡り収益を獲得すること

になることが考慮され、また、その金額

の重要性も増してきていることから、そ

の費用と収益の対応を図り適正な期間損

益を計算するため３年間で均等償却する

方法に変更しております。この方法によ

り、従来の方法に比べ経常利益及び税引

前当期純利益は10,268千円多く計上され

ております。

　なお、企業再生事業への進出並びに子

会社設立は当下期に実施していることか

らこの変更は下期に行っており、当中間

期は従来の基準によっております。した

がって、当中間期は変更後の方法によっ

た場合と比較して、経常利益及び税引前

中間純利益は2,237千円多く計上されて

おります。　　　　　　　　　　　　　

　　　

６．引当金の計上基準 (1）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。

(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等の支出

に充てるため、支給対象期間に対する支

払見積額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

７．収益及び費用の計上基準 (1）コンサルティング売上

　コンサルティング売上については、契

約期間の経過に伴い契約上収受すべき金

額を収益として計上しております。

(1）コンサルティング売上

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
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項目
第７期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例処理を

採用しております。

(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

　主に当社の内規である「デリバティブ

取引に関する取扱」に基づき、金利変動

リスクをヘッジしております。

(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。

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例処理を

採用しております。

(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

　主に当社の内規である「デリバティブ

取引に関する取扱」に基づき、金利変動

リスクをヘッジしております。

(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．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。

──────

11．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）役員報酬の売上原価算入

　役員報酬に関しましては、当社のコン

サルティングサービスの提供という事業

の性質及び役員の一部がコンサルタント

という実態を反映して役員報酬の一部を

売上原価に算入しております。

(2）役員報酬の売上原価算入

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）

──────  （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。
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表示方法の変更

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（損益計算書）

　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「自社広告手数料収入」は、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「自社広告手数料収入」の金

額は1,011千円であります。

──────

追加情報

第７期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（外形標準課税制度の導入について）

　「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

応報告書第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。

　この結果、販売費及び一般管理費が4,205千円増加し営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ4,205

千円減少しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第７期
（平成17年３月31日）

第８期
（平成18年３月31日）

※　授権株式数及び発行済株式総数 ※　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 11,780株

発行済株式総数 普通株式 4,005株

授権株式数 普通株式  98,100株

発行済株式総数 普通株式 27,175株

（損益計算書関係）

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費に関する費用おおよその割合は1.87％、一般

管理費に関する費用おおよその割合は98.13％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。

※１．販売費に関する費用おおよその割合は 1.67 ％、一

般管理費に関する費用おおよその割合は 98.33％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。

役員報酬 77,525千円

給与手当 110,249千円

地代家賃 38,331千円

減価償却費 2,354千円

貸倒引当金繰入額 1,703千円

賞与引当金繰入額 13,192千円

役員報酬   107,737千円

給与手当        203,843千円

地代家賃   63,284千円

減価償却費   5,679千円

支払報酬   45,632千円

賞与引当金繰入額 25,520千円

旅費交通費 37,562千円

※２．固定資産除却損はソフトウェア412千円であります。 ※２．固定資産除却損はソフトウェア167千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第７期
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

※１．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

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 373,338千円

預入期間が３か月を超える定

期預金 △500千円

現金及び現金同等物 372,838千円
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①　リース取引

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８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

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

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 4,996 2,039 2,957

ソフトウェア 13,212 3,542 9,670

合計 18,209 5,582 12,627

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 6,342 2,178 4,163

ソフトウェア 13,212 7,053 6,159

合計 19,555 9,231 10,323

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

１年内 4,508千円

１年超 8,407千円

合計 12,915千円

１年内      5,300千円

１年超      5,363千円

合計       10,664千円

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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,865千円

減価償却費相当額 3,563千円

支払利息相当額 463千円

支払リース料     4,797千円

減価償却費相当額      4,425千円

支払利息相当額    440千円

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

　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。

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。
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②　有価証券

第７期（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。

第８期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　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。

③　デリバティブ取引

第７期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

④　退職給付

第７期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社は、退職給付制度を利用していないため、該当事項はありません。
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⑤　税効果会計

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８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

（千円）

繰延税金資産（流動）

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

（千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金損金算入限度超過額 6,735

一括償却資産損金算入限度超過額 312

リース費用否認 70

未払事業税 6,573

未払事業所税 791

計 14,484

賞与引当金損金算入限度超過額 11,954

一括償却資産損金算入限度超過額 223

リース費用否認 74

未払事業税 6,692

未払事業所税 1,023

計 19,969

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）

一括償却資産 96

リース費用否認 118

貸倒引当金繰入限度超過額 519

計 733

一括償却資産 127

リース費用否認 49

貸倒引当金繰入限度超過額 426

その他有価証券評価差額金 15,266

計 15,870

繰延税金資産の合計 15,217 繰延税金資産の合計 35,839

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

（％）

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 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.26

住民税均等割 0.46

留保金課税 4.52

情報通信機器特別控除 △1.20

その他 △0.33

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.39

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.22

住民税均等割 2.17

留保金課税 3.23

その他 △0.06

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.25

⑥　持分法損益等

第７期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

第８期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

第７期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

属性 氏名 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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者

三戸　薫 ― ―

当社代表

取締役会

長

(被所有)

直接35
― ―

当社銀行借

入に対する

被保証

（注１）

176,396 ― ―

リース債務

に対する被

保証

（注２）

35,975 ― ―

櫻井富美男 ― ―

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接20
― ―

当社銀行借

入に対する

被保証

（注１）

31,396 ― ―

リース債務

に対する被

保証

（注２）

810 ― ―

江川　利彦 ― ―
当社

取締役

(被所有)

直接 1
― ―

リース債務

に対する被

保証

（注２）

779 ― ―

三戸　正浩 ― ―
三戸薫の

父
なし ― ―

当社銀行借

入に対する

被保証

（注１）

8,060 ― ―

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

１．当社は銀行借入に対して取締役三戸薫、取締役櫻井富美男、及び三戸正浩より債務保証を受けております。

なお、保証料は支払っておりません。

２．当社はリース債務に対して取締役三戸薫、取締役櫻井富美男及び取締役江川利彦より債務保証を受けており

ます。取引金額には消費税等が含まれておりません。なお、保証料は支払っておりません。
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第８期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

属性 氏名 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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者

三戸　薫 ― ―

当社代表

取締役会

長

(被所有)

直接22
― ―

有償新株予

約権引受け
5,616 新株予約権 5,616

リース債務

に対する被

保証

（注）４

7,553 ― ―

三戸　満枝 ― ―
当社従業

員

(被所有)

直接３
― ―

有償新株予

約権引受け

（注）２

1,092 新株予約権 1,092

櫻井富美男 ― ―

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接13
― ―

有償新株予

約権引受け
3,432 新株予約権 3,432

江川　利彦 ― ―
当社

取締役

(被所有)

直接 1
― ―

有償新株予

約権引受け
1,560 新株予約権 1,560

リース債務

に対する被

保証

（注）４

290 ― ―

伊藤　勝成 ― ―
当社

取締役

(被所有)

直接１
― ―

有償新株予

約権引受け
1,560 新株予約権 1,560

高橋　二郎 ― ―
当社

取締役

(被所有)

直接0.8
― ―

有償新株予

約権引受け
1,560 新株予約権 1,560

鈴木　信 ― ―
当社

取締役
なし ― ―

有償新株予

約権引受け
1,560 新株予約権 1,560

山田　由之 ― ―
当社

監査役
なし ― ―

有償新株予

約権引受け
156 新株予約権 156

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

ファース

ト・パート

ナーズ・グ

ループ株式

会社

東京都

港区
27,000

公開企業

への財務

戦略支援

及びベン

チャー企

業株式公

開・立上

げ支援等

なし 兼任１名

財務・経

営戦略に

関する顧

問

顧問報酬

（注）３
1,500 ― ―

　（注）　１．上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

　２．三戸満枝は当社代表取締役会長三戸薫の配偶者であり、個人主要株主であります。

　３．ファースト・パートナーズ・グループ株式会社は当社取締役の平山達大が議決権の過半数を所有しており

ます。

　４．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社はリース債務に対して取締役三戸薫及び取締役江川利彦より債務保証を受けております。なお、保証

料は支払っておりません。
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（１株当たり情報）

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８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 57,516.32円

１株当たり当期純利益金額 26,115.61円

１株当たり純資産額          51,592.35円

１株当たり当期純利益金額          4,273.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
         3,245.51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、新株予約権を発行しておりますが、当社株式は非上

場かつ非登録のため、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。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあた

り、当社は平成17年５月20日付で大阪証券取引所ヘラクレ

ス市場に上場しているため、非上場期間である期首(平成

17年４月１日）から前日（平成17年５月19日）までの平均

株価は、新規上場日から当事業年度末までの平均

株価を適用しております。

　なお、当社は平成18年１月31日付で株式１株につき５株

の株式分割を行っております。

　（注）　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７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 88,427 106,982

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） 88,427 106,982

期中平均株式数（株） 3,386 25,033

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

第２回新株予約権（新株予約権の

数1,440個）、第３回新株予約権

（新株予約権の数60個）

　なお、第２回新株予約権及び第

３回新株予約権の概要は「第４提

出会社の状況、１株式等の状況、

（2）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

──────

（１株当たり情報遡及数値）

決算短信に記載されている１株当たり指標を平成18年３月期の数値を100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。

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

 

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

期　末 期　末

円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 5,223 12 4,273 64

１株当たり株主資本 11,503 26 51,592 35

（注）　18年３月期に株式分割を実施

効力発生日　平成18年１月31日に１：５の株式分割
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（重要な後発事象）

第７期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第８期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年４月20日及び平成17年４月27日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

17年５月19日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成17年５月19日付で資本金は253,710千円、

発行済株式総数は4,905株となっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　　 900株

③　発行価格 ：１株につき　460,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　418,600円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　340,000円

(資本組入額　170,000円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　306,000千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　376,740千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　153,000千円

⑨　払込期日 ：平成17年５月19日

⑩　配当起算日 ：平成17年４月１日

⑪　資金の使途 ：システム投資、Ｍ＆Ａ及び

運転資金等

 １．　当社は平成18年１月26日開催の臨時株主総会で株

主の皆様にご承認いただき、平成18年４月１日をもっ

て商号を「株式会社セレブリックス」から「セレブ

リックス・ホールディングス株式会社」に変更いた

しました。

 ２．　平成18年４月10日開催の当社取締役会において、

セブンシーズホールディングス株式会社（東証２部

　コード3750）の子会社である株式会社国連社株式

の議決権及び所有割合の35％をセブンシーズホール

ディングス株式会社より譲受けることを決議し、平

成18年４月26日に当該株式の譲受が完了し、同社と

の資本業務提携を契機とした協業体制が整いました。

また、当社代表取締役会長三戸薫が同社の代表取締

役に、当社代表取締役社長櫻井富美男が同社取締役

に就任いたしました。

 （1） 目的

　当社は、持ち前の営業マネジメント力、支援力

を活用支援することにより、企業業績の更なる向

上・成長が見込まれる企業に対して、その株式保

有を行う等Ｍ＆Ａ手法を機動的に駆使しながら連

結企業価値の飛躍的向上を図ってまいります。そ

の一環として株式会社国連社の株式取得を行うこ

とを決定いたしました。

 （2） 取得した株式の会社の名称及び事業内容　

 ①名称 株式会社国連社

 ②住所 東京都港区芝二丁目31番15号

 ③代表者の氏名 代表取締役社長　弦本　透

 代表取締役　　　恩田　英久

 ④資本金の額

 

 80,000千円

（平成18年３月31日現在）

 ⑤事業の内容 総合広告代理店業 

 （3）  取得した株式の数並びに取得価額及び取得後の

所有割合　

 ①取得株式数 6,580,000株

 ②取得価額 １株につき50円

 ③取得後の所有割合 35.0％
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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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