
 
平成 18 年 ３ 月期    決算短信（非連結）                   平成 18 年５月 15 日 

上場会社名        アビックス株式会社                        上場取引所  JASDAQ 
コード番号         ７８３６                                    本社所在都道府県  神奈川 
（ＵＲＬ  http://www.avix.co.jp ） 
代   表   者  役職名 代表取締役社長  氏名 熊﨑 友久 
問合せ先責任者  役職名 財務部長       氏名 稲垣 雅弘  ＴＥＬ (045)677-3320 
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・無 
配当支払開始予定日 平成 ―年―月 ―日         定時株主総会開催日   平成 18 年６月 29 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     ％ 
2,788 △0.1 △38 △115.5 △114 △156.6 18 年３月期 

17 年３月期 2,789 △29.1 245 △7.3 202 △17.0 
 

 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 ％ ％ ％ 

△162 △232.2 △3,278.93 ― △15.1 △2.6 △4.1 18 年３月期 
17 年３月期 123 △4.1 14,083.51 ― 13.9 5.6 7.3 

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期 49,707 株   17 年３月期 8,757 株 
     ②会計処理の方法の変更   有 ・ 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 
 
(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     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
18 年３月期 
17 年３月期 

0.00 
1,000.00 

― 
― 

 

0.00 
1,000.00 

― 
8 

― 
7.10 

― 
0.92 

 
 
(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 
17 年３月期 

4,415 
4,309 

1,211 
948 

27.4 
22.0 

        

24,088.91 
108,274.38 

(注) ①期末発行済株式数 18 年３月期  50,285 株     17 年３月期  8,757 株 
    ②期末自己株式数   18 年３月期     ― 株      17 年３月期  ―株 
 
(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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年３月期 
17 年３月期 

△348 
△1,429 

131 
△191 

438 
808 

953 
731 

 
 
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 

通   期 
1,245 
3,100 

△56 
100 

△ 56 
50 

― 
― 

― 
200.00 

― 
200.00 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  994 円 33 銭 

 

 
 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであり、多分に不確定要素を含んでおります。

従いまして、実際の業績は、当社の事業領域をとりまく経済情勢などさまざまな重要な要素により、これら業績予想とは大きく異な

る結果となり得ることをご承知おき下さい。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の 8 ページを参照してください。 
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平成 18 年 3 月期決算概要 

企業集団の状況 

当社は、独自技術による目の残像効果を応用した LED(発光ダイオード)表示機を開発・販売するファブレスメー

カー(製造設備等を自社で保有せず、外注先へ製造委託する業務形態をとるメーカー)です。主たる業務は、LED

表示機をエンドユーザーに販売する「情報機器事業」、LED 表示機の構成部材を開発し、国内外のシステムメーカ

ー等に販売する「コンポーネント事業」、そして映像コンテンツ事業、メンテナンス事業およびレンタル事業を中心と

した「運営事業」です。  

当社は、これまでオリジナリティーが高く、技術的に優位性のある製品(ハードウェア)を投入してきましたが、製品

の位置付けを、従来の表示機の市場である競技場・野球場・競馬場・競艇場などの大型テレビ市場、または第三者

広告を放映し事業化する広告媒体事業市場の領域ではなく、あえてユーザーの自社「看板」という市場に対して、

「映像看板」という概念のもと販売活動を展開してまいりました。  

「映像看板」とは、ポールビジョン・サイバービジョンといった低価格で扱い易い表示機を用いて、看板の本質的

な目的である「集客効果」に焦点を絞り、「映像・意匠(デザイン)を変化させることができる看板」として、時間軸・環

境軸に対して最適な広告映像を放映し、集客効果・購買効果を上げる「デジタルプロモーションシステム(DPS：

Digital Promotion System＝従来の表示看板を電子化(映像化)する事により、店名等単純な表示だけではなく、そ

の店舗独自の情報やお薦め商品等の情報告知を、時間軸を中心にさまざまな環境要因によってお客様に提供す

ることで、お客様の満足度を高め、店舗の集客アップ(売上アップ)を達成することを目的としたシステム)」を実現す

るものです。当社は新たな広告媒体として「映像看板」を提案し、自社製のハードウェアと映像コンテンツ等のサー

ビスを提供してまいりましたが、「販売促進のためのソリューション」として、特にパチンコホールではここ１、２年で早

期に普及し定着いたしており、その動きは他の業態に広がりつつあります。  

 

「情報機器事業」  

当社の LED 表示機を開発・販売する事業です。主な製品は次のとおりです。  

① ポールビジョン  

LED によって発光する表示ユニット（通常高さ２メートルのスティック）を等間隔に並べて、コンピュータで制御され

た発光パターンを一定方向に流すことにより、目の残像効果が作用して映像が認識されることを利用したLED表示

機です。  

② サイバービジョン(屋外)  

目の残像効果を利用し、通常の LED 表示機より少ない LED の数で同等の画質が放映できる LED 表示機です。

通常の LED 表示機に比べ LED の使用数を 1/4 に減らすなどして、その分 LED を装着していないスペースに LED

ドライバー(IC チップ)等電子部品を埋め込み、非常に薄い表示機として製品化しています。  

③ サイバービジョン(室内)  

サイバービジョン(屋外)と同様の技術を利用しますが、サイバービジョン(室内)は、使用する LED 数は通常の

LED 表示機と同様にして、目の残像効果を活かした技術を応用し、実在する LED 数の４倍の表現力を駆使して、

高精細な動画映像や品質の高い文字表現を実現する室内向けの高精細 LED 表示機です。  

④ Ａ－Ｌｉｎｅ  

横一列に LED を等間隔に配置したネオンサインシステムです。コンピュータ制御により発光パターン・色を自在

に演出することが可能です。 
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「コンポーネント事業」  

エンドユーザーに対して製品を納めるのではなく、国内外のシステムメーカー等へ開発したモジュール(構成部

材)を販売していく事業です。 

国内においては、特に鉄道分野の表示機について、既存メーカーとの業務提携を視野に入れながら事業を進

めております。海外向けについては製品メンテナンスの限界があるため、海外の LED システムメーカーに対してモ

ジュール(構成部材)として販売しております。 

  

「運営事業」  

LED 表示機の映像コンテンツ事業、メンテナンス事業およびレンタル事業が中心です。  

事業区分 事業の内容 

映像コンテンツ事業 LED 表示機ユーザーに対し販売促進用の映像コンテンツを提供する事業 

メンテナンス事業 LED 表示機ユーザーに対しての施工・メンテナンス事業 

レンタル事業 LED 表示機の設置・導入をスムーズにするためにリース会社と協力してレンタ

ル方式で提供 

当社ＬＥＤ表示機が普及して設置件数が増加するにしたがい、当社の重要な事業分野となっております。特に、

映像コンテンツ事業は、低価格で高品質のコンテンツ提供に努めており、顧客との契約件数も順調に増加しており

ます。 

 

なお、この他に当社が注力している新規事業として「デジタルビルボードネットワーク事業（ＤＢＮ事業）」がありま

す。これは、ＬＥＤ表示機を使用して屋外広告メディアをデジタル化し、複数の表示機をネットワークで結び、集中コ

ントロールするとともに、モバイルとの連動を実現させ、新しいメディアサービスを提供していこうとする事業です。 

ネットワーク化することで、広告効果の向上のみならず、マスメディアに匹敵する社会的影響力の高いメディアを

創設することが可能になります。 

本格的な事業展開はこれからになりますが、当期よりネットワーク化の一歩となるサービス提供に着手しておりま

す。 

 

以上の各事業は相互に深い関連性を持っており、情報機器事業においては、映像コンテンツ、メンテナンス等の

運営事業、およびＤＢＮ事業における用途面での開発も視野に入れた活動を行っております。また、逆に運営事業、

ＤＢＮ事業においては、情報機器事業での製品開発に活かせるようマーケットニーズのフィードバックを行っており、

各事業間においてシナジー(相乗効果)が働くような運営を目指しております。  
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（事業の系統図） 

 

 

 

経営方針 

１．経営の基本方針 

当社は、映像表示機にはハードウェアの技術開発とともに映像コンテンツを含めたサービスを一体化したシステ

ム（＝「サービスプロダクト」）として開発する必要があり､ハードウェアが普及することによって､ソフトウェア・映像コン

テンツ等のビジネスが立ち上がっていく事業展開を図ることを目的に、1989 年 4 月に設立され、以来、自由な発想

で多くの付加価値を創造する企業として、「価値創造企業」を企業理念として掲げ､①人の創造（当社は起業家精

神を有し、自分で自分を創造する（自己実現する）スタッフの集まりとする）、②事業の創造（当社は常に多くの面か

ら事業を捉え、独自の発想を実現化させることを目的とする）によって、「株主」、「顧客」、「メーカー」、「販売会社」、

「施工メンテナンス会社」等関連するすべての方々に最大限の付加価値を創造することを企業目的としてきました。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

成長期にある当社においては､持続的な成長を維持し、積極的な事業展開に備えるため､内部留保資金を経営

資源、研究開発･製品開発および優秀な人材の確保に積極的に投下してきております。 

一方で、当社は株主への利益還元も重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、配当

性向 5%を目標にして利益還元を検討してまいる方針です。 

しかしながら、当期につきましては、「経営成績および財政状態」にて記述のとおりの結果となったため、無配とさ

せていただく予定です。株主のみなさまには誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。 
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ストックオプションについては、今後の業績進展へのインセンティブとして、取締役、監査役、従業員に対して付

与しております。 

 

３．投資単価引き下げに関する考え方および方針等 

投資単価を引き下げるべく平成 16 年 3 月に株式の 3 分割、さらに平成 17 年 9 月に 5 分割を実施しております

が、個人株主を含め広く投資対象となりうるよう、今後とも株券の投資単位が 50 万円未満となることを目標として、

株式分割により適切な措置を取っていく所存です。 

 

４．目標とする経営指標 

当社の中期的な経営戦略といたしましては、投資資本に対する利益率を高めることとして、総資本経常利益率

（ROI）の向上を重要な課題としており、また､資本の効率性を高めることとして、株主資本利益率（ROE）の向上にも

努めてまいります。 

 

５．中長期的な経営戦略 

（１） 「映像看板」という販売促進手法の普及 

販売促進に力を入れているパチンコ業界のみならず、実際の店舗を有する業界に、「映像看板」という販売促進

手法のさらなる普及を図ってまいります。集客等を目的に飲食店やカーディーラー、中古車オークション会場等、

各分野に導入事例は着実に拡大しており、今後さらに導入のスピードは速まるものと予想しております。また、新た

なメディアとして当社が対応した渋谷ＱFRONT に代表されるように、都心部にある好立地の商業ビルなどにＬＥＤ

表示機による映像看板の導入が徐々に進んでおり、当社としてもＤＢＮ事業展開のインフラ整備としての意味を含

めて、積極的にハードウェアの設置・導入を進めてまいります。 

 

（２） 運営事業収入の増加および安定化 

当社にとって運営事業収入はハードウェア設置後の重要な収益源であり、その増加と安定化に注力しておりま

す。運営事業は、顧客（エンドユーザー）との直接かつ継続的なつながりを持てることを意味し、当社にとって安定

収益であるのみならず、新たなビジネスチャンスの獲得にもつながります。今後とも映像コンテンツの「D-Load」に

ついてサービス内容の強化を図り、顧客満足度を高める努力を行ってまいります。 

 

（３） プロジェクト案件の受注を強化 

大手企業とタイアップして実験的に開始している広告媒体事業の早期商業化、コンポーネント事業に分類される

中型案件の早期受注に注力し、LED 表示機の市場を創造してまいります。 

 

（４） ＤＢＮ事業の展開 

ＬＥＤ表示機のネットワーク化により、新しいメディアサービスを提供していこうとする事業です。既に当期におい

て当事業を一部スタートさせておりますが、今後さらなるネットワーク化を実現して本格展開を図ってまいります。 
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６．対処すべき課題 

（１） 市場の創造と事業領域の拡大 

① 情報機器事業 

パチンコホールについては既にＬＥＤ表示機が一般的になっているため、当社製品の強みをアピールするととも

に、顧客ニーズに合わせた製品開発を行うなどして、特に大手・中堅パチンコホールとの関係強化を図ってまいり

ます。 

一方、一般向け表示機の本格普及はこれからであるため、飲食店やカーディーラー等の既に売上実績のある業

態への設置件数の拡大、新しい業態の開拓、さらにオークション会場等の室内ディスプレイとしての利用を想定し

た室内モデルの販売促進に注力いたします。 

また、既に繁華街の商業ビル等に設置されているネオンサインについて、今後のデジタル化を想定すると非常

に大きなマーケットになるため、この分野への取り組みも開始しております。 

各業態において設置件数が増大してきたことに伴い、来店客数の増加による売上増といった商業効果について

のデータの蓄積を進め、導入による投資効果がはっきりデータとして認識できる表示機としての評価を確率してい

く方針です。 

 

② コンポーネント(部品)事業 

当期において、韓国ＣＳＥＮＧ社の和議申請により韓国地下鉄プロジェクトが中断となった事態を踏まえ、海外か

らの引き合いに対しては、今後は基本的に国内大手企業とのタイアップにより対応していく方針といたしました。 

また、国内では、当社が実績のある鉄道分野において、大手メーカーとの業務提携を視野に入れながら、当社

がキーとなるモジュール(構成部材)を供給する事業展開を進めてまいります。 

 

③ 運営事業 

当社製品（ハードウェア）の普及を前提として、安定的な収益が見込める「映像コンテンツ」、「メンテナンス」、「レ

ンタル方式」を更に充実し、規模の拡大に注力してまいります。 

特に、映像コンテンツについては、内製と外注を適切に選別しながらローコストで高品質なコンテンツを作成し、

契約件数の拡大と、契約先の当社コンテンツ利用度アップを目指してまいります。 

 

④ＤＢＮ事業 

早期に当社中核事業として展開できるように、大手企業との提携を含め事業化を進めていく方針です。 

 

（２） コストダウンおよび製品安定供給への取り組み 

当社は、これまでファブレスメーカーとして、生産設備の稼働率の維持といった制約にとらわれることなく、フットワ

ークの良い、フレキシブルな生産体制を維持する一方で、メーカーとして広範囲にわたる部材を自社購買としてき

ました。今後は自社内の生産管理部門をより充実させて管理を強めるとともに、製造委託先との協力・連携を強化

することにより、コストダウンおよび品質安定、向上を目指します。 

特に、主力マーケットであるパチンコホールの映像看板市場において、競争力アップのためには原価の低減は

喫緊の課題であるとの認識から、研究開発部門においてもコストダウンを重要なテーマとして取り上げており、早期

達成を目指します。 
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（３） 在庫水準の適正化 

当社製品については、見込生産であるが故に、特に市場投入後間もない製品に関しては販売対象先の需要に

関するフォーキャストが難しいこと、製造効率のため一定ロットでの生産規模が必要となること、早期設置の顧客ニ

ーズがあることから、製品種類毎に一定量の在庫を持つ必要があります。 

当社では、こうした傾向に対し製品・部材の種類毎に全社ベースで在庫量の統制をかけるため、毎月の定例会

議において「販売計画」を踏まえた「生産計画」を都度承認し、当該計画に基づいた計画的生産を行っております

が、当期末における在庫水準は 2,022 百万円と高い水準となりました。 

また、在庫の中には、当社製品のラインナップが拡大するにつれ、ポールビジョンの小型など新規の販売が低調

になってきている製品もあることから、当社財務内容の健全性確保のため、当期末の棚卸資産について厳格な評

価を実施し、当社事業展開の中で陳腐化した製品・部材について、当期末において合計 111,588 千円の評価損

(特別損失)を計上いたしました。 

在庫の積上がりは有利子負債の増加へと波及し、財務面への影響もあることから、営業と生産とが一層の情報

交換の緊密化を図り、適切な生産量のコントロールを行うことで、在庫水準を見直し、資産効率の改善を図ってま

いります。 

 

（４）経費の削減 

売上の動向に大きく左右されずに安定的に利益を計上できる企業体質を作り上げるため、経費の見直し

を行っております。予算管理を徹底し、業務の効率化と集約化によって経費削減を推進する方針であり、

平成 18 年 1 月から具体的成果は徐々に数値として認められます。次期黒字化を確実なものにするために

も、重要課題として徹底して取り組んでまいります。 
 

7．親会社等に関する事項 
  当会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。 
 
8．内部管理体制の整備・運用状況 
  有価証券上場規程第 8 条の 3 及び適時開示規則第 10 条第 3 項に規定するコーポレート・ガバナンスに

関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において詳細を記載いた

しておりますので、当報告書をご覧下さい。 
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経営成績および財政状態 

１．経営成績 

（１） 当期の概況 

当期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰、米国経済の先行きに対する不安はあるものの、企業収益は

改善し、設備投資や個人消費の増加により、景気は全般に緩やかな回復を示しました。 

広告業界においても、総広告費において 1.8％増と２年連続の増加 (株式会社電通調査:「2005 年日本の広告

費」より)となり、SP（セールスプロモーション）広告費における屋外広告も前年比 1.9%増の増加となりました。 

このような環境の中で、当社は、目の残像効果を活用して開発した LED(発光ダイオード)表示機を「映像看板」と

する事業展開を図っております。 

当期の具体的な活動成果といたしましては、情報機器事業において、多様化する顧客ニーズにお応えするため

製品ラインアップ拡充のための開発を行い、高精細の新製品の投入は新たな業種への展開、設置先業種の多様

化につながりました。 

しかしながら、主力事業であるパチンコホール向け映像看板市場は競争激化による価格低下が顕著であり、一

般店舗向け映像看板の導入については予想より浸透に時間を要しました。 

コンポーネント事業では、韓国地下鉄向け案件について、当社製品納入先であるＣＳＥＮＧ社が和議開始の申

立てを行い受理されたことで、当面プロジェクトの凍結を行うこととし、当期業績予想で見込んでいた売上 585 百万

円が減少する結果となりました。 

運営事業におきましては、映像コンテンツのさらなる量的・質的充実を図り、当期において安定的収益を見込め

る分野として確立することができました。 

また、当期末において、一部の棚卸資産について評価損を計上いたしました。これは当社財務内容の健全性確

保のため、当期末の棚卸資産について厳格な評価を実施した結果、当社が展開してきた事業の中で陳腐化等に

より販売が低調になった事業に係る一部の製品・部材について評価損を計上したものです。特別損失として

111,588 千円を計上いたしております。 

この結果、当期における当社の売上高は 2,788,478 千円（前年同期比 0.1%減）、営業損失は 38,035 千円（前期

は営業利益 245,793 千円）、経常損失は 114,949 千円（前期は経常利益 202,955 千円）、当期純損失は 162,986

千円（前期は当期純利益 123,329 千円）となりました。 

 

事業別の業績は、以下のとおりであります。 

① 情報機器事業 

 当事業におきましては、当社の主要顧客であるパチンコホールについては、店舗に「映像看板」を設置するという

「文化」がすっかり定着したものの、市場規模の拡大とともに競合他社の参入があり、他社との競争が激化し、販売

価格の低下を生む結果となりました。そうした中で当社は、大手・中堅パチンコホールに的を絞った効率的営業を

進め、顧客の立場に立った提案型営業を徹底したことで、設置件数は増加させることができました。 

また、新製品の投入により、当期において、中古車オークション会場や、飲食、自動車ディーラー等の新しい業

態への本格展開を開始しました。しかしながら、新しい製品ラインアップを踏まえた営業展開が出遅れたこと、新し

い業態でのＬＥＤ表示機の導入について予想より浸透に時間を要したことから、販売が伸び悩む結果となりました。 

その結果、売上高は 2,272,495 千円と前年同期と比べ 51,975 千円減(2.2%減)となりました。 
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② コンポーネント事業 

当事業におきましては、ＬＥＤ素子メーカーである豊田合成㈱との事業提携により、トヨタグループ関連でのビジ

ネス展開を図っており、その一環として、当期中にトヨタ自動車㈱のフランス現地法人にＬＥＤ表示機（室内）４セット

を納入するなどの実績がありました。 

しかしながら、当期から本格的に事業開始した韓国地下鉄向け案件が、当社製品納入先であるＣＳＥＮＧ社の和

議によりプロジェクト凍結という事態に至ったことで、当事業は当初予想していた業績をあげることができませんでし

た。 

その結果、売上高は 259,547 千円と、前年同期と比べ 31,482 千円減(10.8%減)となりました。 

 

③ 運営事業 

 映像コンテンツ事業については、営業本部内に映像制作グループを設置し、多種類の映像制作で成果をあげる

一方、インターネットで映像コンテンンツをダウンロードできる「Ｄ－Ｌｏａｄ」サービスを本格稼動させたことが寄与し、

映像年間契約は格段に増加しました。今後も表示機の設置件数拡大に伴って契約件数は順調に伸張していく見

込みであり、制作を外部委託から自社制作主体に切り替えたことによるコスト削減効果もあり、安定した収益基盤と

して育ってまいりました。当期のコンテンツ収入は、売上高 106,737 千円と前年同期と比べ 40,530 千円増(61.2%増)

となりました。 

その結果、レンタル事業、メンテナンス事業を含めた運営事業としては、売上高は 256,435 千円と前年同期と比

べ 82,053 千円増(47.1%増)となりました。 

 

（２） 次期の見通し 

【通期】                      (単位：百万円・％) 

平成 19 年３月期 

（見通し） 

平成 18 年３月期 

（実績） 

決算期 

 

項目  構成比 前年比  構成比 前年比 

売 上 高 3,100 100.0 11.2 2,788 100.0 △0.1 

経 常 利 益 100 3.2 ― △114 ― ― 

当 期 純 利 益 50 1.6 ― △162 ― ― 

1 株当たり当期純利益 994 円 33 銭 △3,278 円 93 銭 

1 株当た り 配当金 200 円 ―円 

 

情報機器事業においては、「パチンコホール」と「一般（パチンコホール以外）」に分け、マーケット毎に営業展開

を図る予定で、現在抱えている見込み案件を中心に積み上げ、2,400 百万円の売上を予想しております。 

コンポーネント事業においては、大手鉄道関連を中心に 500 百万円の売上を見込んでおります。 

運営事業においては、映像コンテンツ事業を中心に情報機器事業によるハード設置に併せて業容を拡大させ

ており、次期も順調な契約獲得が見込まれております。その結果、売上高は 200 百万円を見込んでおります。 

以上により、売上高 3,100 百万円（前年同期比 11.2％増）、経常利益 100 百万円、当期純利益 50 百万円を見

込んでおります。 

なお、現状推進中・実験中のプロジェクト案件が数件ありますが、実現の時期、収益への影響等明確でないため、
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売上高等の予想数値に含めておりません。 

また、当社の主力製品の主たる販売先であるパチンコホールにおいて、その新規開店又は改装が年末に向け

て集中する傾向があるために、下半期の売上高は上半期を上回る傾向があります。当社は、最近ではパチンコホ

ール以外の一般案件が増加していることから、経営成績の下半期への依存度は低下してきておりますが、次期も

下期依存の傾向は残ると思われ、次期中間期の売上高は1,245百万円、経常損失は56百万円、中間純損失56百

万円を予想しております。 

 

２．財政状態 

（１） 財政状態の分析 

文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。 

当期の財政状態の分析は、以下のとおりです。 

 

① 流動資産 

当期末における流動資産の残高は、4,003,680 千円(前期末比 229,346 千円増)となりました。その主な要因は、

現金および預金の増加 (前期末比 94,951 千円増)、有価証券の増加（前期末比 100,015 千円増）、売上債権の減

少(前期末比 103,993 千円減)、棚卸資産の増加(前期末比 142,475 千円増)によるものであります。 

有価証券の増加の主な要因は、短期社債（コマーシャルペーパー）を取得したことによるものです。また、売上債

権減少の主な要因は、大口債権の回収等によるものであります。棚卸資産の増加の主な要因は、室内型モデルを

中心とした新製品の開発により、販売に先行してその在庫を一定水準確保したことがあげられますが、在庫見直し

の一環として、当社事業展開の中で陳腐化した製品・部材について、当期末において合計 111,588 千円の評価損

(特別損失)を計上いたしました。 

② 固定資産 

当期末における固定資産の残高は、412,240 千円(前期末比 122,459 千円減)となりました。その主な要因は、長

期性預金の減少(前期末比 200,000 千円減)等によるものです。 

③ 流動負債 

当期末における流動負債の残高は、1,500,323 千円(前期末比 115,755 千円減)となりました。その主な要因は、

仕入債務の減少(前期末比 163,187 千円減)によるものであります。 

④ 固定負債 

当期末における固定負債の残高は、1,704,286 千円(前期末比 40,509 千円減)となりました。その主な要因は、長

期借入金が減少(前期末比 272,596 千円減)したことによるものであります。 

⑤ 資本 

当期末における資本の残高は、1,211,311 千円(前期末比 263,152 千円増)となりました。株主資本比率は 27.4％

となっております。その主な要因は、平成 17 年 4 月 21 日のジャスダック上場に伴う資本金の増加によるものですが、

当期純損失 162,986 千円を計上したことで、当期の利益剰余金は前期末比 171,743 千円減少しております。 

 

（２） キャッシュ・フローの分析 

当期末におけるキャッシュ・フローの概況とその主な要因は次のとおりです。 

現金および現金同等物の期末残高は 953,926 千円で前期末と比べて 221,942 千円増加いたしました。各キャッ

シュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。 
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① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

棚卸資産が 139,937 千円増加、仕入債務が 163,187 千円減少したことなどから 348,137 千円（前年同期は

1,429,286 千円の減少）の減少となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 105,588 千円、有価証券の取得による支出 9,995 千円等があった一方で、定期

預金の払戻による収入 254,006 千円等により 131,125 千円（前年同期は 191,264 千円の減少）の増加となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の借入による収入 200,000 千円、長期借入金の返済による支出 558,603 千円、社債発行による収入

491,550 千円、株式発行による収入 405,179 千円等により、438,955 千円（前年同期は 808,522 千円の増加）の増

加となりました。 

 

当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

株主資本比率（％） 22.0 27.4 

時価ベースの株主資本比率（％） ― 100.2 

債務償還年数（年） ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 

（注）１. 各指標は、以下の計算式により算出しております。 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

２. 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３. 有利子負債は、貸借対照表上に記載されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４. 債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオの算出の結果数値がマイナスとなる場合には「―」で

表記しています。 
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３．生産、受注および販売の状況 

(1) 生産実績 

区分 

第17期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

生産高(千円) 

前年同期比(％) 

ポールビジョン大型 82,262 40.6 

サイバービジョン（屋外） 1,500,891 111.3 

サイバービジョン（室内） 134,002 19.7 

A-Line 13,348 25.6 

ポールビジョン小型 3,384 57.7 

その他 18,159 186.6 

合計 1,752,048 76.1 

(注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。 

     2 当期より、コンポーネント事業としての生産は行わず、他事業で調達・生産された原材料・製品をコンポー

ネント事業の販売に使用しております。 

 
 (2) 受注実績 

当社は、一部受注生産しておりますが、基本的には代理店、ユーザー等から入手する設備投資情報に基づく

見込生産を行っております。 
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 (3) 販売実績 

区分 

第17期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

販売高(千円) 

前年同期比(％) 

(情報機器事業収入) 2,272,495 97.8 

ポールビジョン大型 92,098 23.1 

サイバービジョン（屋外） 1,879,828 142.7 

サイバービジョン（室内） 207,735 39.4 

A-Line 34,457 51.9 

ポールビジョン小型 201 10.1 

その他情報機器収入 58,175 445.2 

(コンポーネント事業収入) 259,547 89.2 

 鉄道分野 41,835 43.6 

 その他 217,712 111.6 

(運営事業収入) 256,435 147.1 

コンテンツ収入 106,737 161.2 

メンテナンス収入 84,917 252.9 

レンタル収入 32,487 104.0 

広告媒体収入 3,721 1063.2 

その他運営収入 28,571 66.4 

合計 2,788,478 99.9 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
    ２ 主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 

 

第16期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第17期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

松下電器産業㈱ 82,054 2.9 340,000 12.1 

㈱セキネネオン 600,810 21.5 223,784 8.0 

㈱衛星ネットワーク ― ― 196,000 7.0 
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４．事業等のリスク 
文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。 
（1） ファブレス型の企業であることについて 

当社は製品の開発、設計、品質管理に経営資源を集中し、製造についてはすべてを国内メーカーに製造委託

するファブレス型（製造設備等を自社で保有せず、外注先へ製造委託する業務形態）のビジネスモデルを採用す

ることにより、自社の生産設備を持たずに、外部環境の変化、技術革新等への機敏な対応をとれる経営をしており

ます。しかし、将来、製造委託先の経営悪化、供給能力ダウン、品質問題の発生、及び受注に見合った外注先を

十分に確保できないこと等により、当社の製品委託製造に支障が発生し、当社が納入予定時期に製品出荷をでき

なかったり、出荷できてもコスト高となった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
（2） 技術革新による影響について 

当社の主力製品に使用している LED（発光ダイオード）関連の製品については、日々新しい技術開発が進めら

れており、この技術革新に応じて業界における利用者のニーズも急速に変化しております。当社においては、ファ

ブレス型のビジネスモデルを採用していることにより、外部環境の変化、技術革新等への機敏な対応をとれる経営

を行っておりますが、新技術等への対応が遅れた場合、当社の有する技術・サービスの陳腐化、業界における競

争力低下から、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。 
 
（3） 競合について 

当社のパチンコホール向けのサイバービジョンについては、現在他社の LED 表示機と競合が発生しております。

当社においては、残像技術を駆使した高いコストパフォーマンスに加えて、これまでの蓄積してきた設置・導入・運

用のノウハウにより競合他社との差別化を図っておりますが、新規参入等を含めた他社との競合がさらに激化する

場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
 
（4） 業績の季節変動について 

当社の平成 16 年３月期、平成 17 年３月期および平成 18 年３月期における上半期、下半期の経営成績は下表

のようになっております。 

当社の主力製品の主たる販売先であるパチンコホールにおいて、その新規開店又は改装が年末に向けて集中

する傾向があるために、下半期の売上高は上半期を上回る傾向があります。ただし、平成16年３月期におきまして

は、大型プロジェクトである大手鉄道会社向け表示機等の設置に伴う売上が主に上半期に計上されたことにより、

経営成績は上半期に依存した結果となり、平成16年３月期の下半期において、営業損失を計上致しました。 

なお、当社は、最近では、鉄道業界、自動車ディーラー、チェーン展開している飲食、小売店舗等、パチンコホ

ール以外の販売先が増加していることから、経営成績の下半期への依存度は低下してきております。 
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（単位：千円） 

平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 
項目 

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

売上高 3,048,708 886,589 1,368,479 1,421,402 1,261,538 1,526,940 

営業利益又は 

営業損失(△) 
328,711 △63,448 97,952 147,841 △50,066 12,031 

経常利益又は 

経常損失(△) 
325,495 △80,854 79,895 123,060 △126,241 11,292 

 

（5） 有利子負債依存度について 

当社が独自の製品を新たに開発し販売するためには、その研究開発のための費用及び開発した製品を外部に

製造委託し、在庫として保有するための資金を要します。当社はこれらを主に銀行からの借入金、社債の発行によ

っているため、下表のとおり総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。このため、今後の金利変動

によっては業績に影響を与える可能性があります。 

（単位：千円） 

回次 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 

決算年月 
平成 14 年 

３月期 

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 

総資産額 2,071,687 2,489,084 2,923,711 4,309,033 4,415,920 

有利子負債額 1,211,600 1,448,242 1,476,803 2,302,017 2,358,414 

有利子負債依存度 58.48% 58.18% 50.51% 53.42% 53.41% 

 
（6） 法的規制について 

当社の主力製品であるポールビジョン大型及びサイバービジョンにつきましては、その屋外での設置の際には、

各都道府県の屋外広告物条例の規制を受けます。また、サイバービジョンを使用して屋外広告業を運営する場合

には、各都道府県知事への届出が必要となります。そのため、これらの法的規制の変更があった場合には、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（7） 特定の人物への依存度について 
当社の事業の推進者は、代表取締役会長である時本豊太郎および代表取締役社長である熊﨑友久であります。

両名は当社の経営戦略の決定、研究開発、事業開発の推進において、当社の最高責任者として大きな影響力を

有しております。 
このため当社では両名に過度に依存しない体制を構築すべく、経営組織の強化を図っておりますが、両名が何

らかの理由により当社の業務を継続することが困難になった場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響

を及ぼす可能性があります。 
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（8） 小規模組織について 

平成 18 年３月 31 日における当社組織は、取締役４名、監査役３名、従業員 42 名（含むパートタイマー）、派遣

社員 6 名と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものになっております。今後の事業拡大に伴い、人員

の増強と内部管理体制の充実を図る方針でありますが、適切な人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まな

かった場合、組織効率が低下し、業務に支障をきたす恐れがあります。 
 

＊時価発行公募増資等にかかる資金使途計画及び資金充当実績 
 平成１７年４月 20 日に実施した時価発行公募増資（調達金額 301,900 千円）及び平成 17 年 5 月 20 日に実施し

た第三者割当増資（調達金額 74,250 千円）の資金使途計画については、借入金の約定返済にあわせて計画通り

進行中であります。 
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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) 
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 ※２  814,993   909,944   94,951 

２ 受取手形   885   7,200   6,315 

３ 売掛金   908,593   798,285   △110,308 

４ 有価証券   59,954   159,969   100,015 

５ 製品   1,079,926   972,650   △107,275 

６ 原材料   794,525   1,043,992   249,466 

７ 仕掛品   5,812   6,096   284 

８ 前渡金   22,000   1,715   △20,284 

９ 前払費用   6,406   30,743   24,337 

10 繰延税金資産   18,107   72,431   54,324 

11 未収消費税等   62,930   ―   △62,930 

12 その他   1,382   1,328   △53 

貸倒引当金   △1,182   △678   504 

流動資産合計   3,774,334 87.6  4,003,680 90.7  229,346 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物附属設備  ―   633   633  

減価償却累計額  ― ―  △124 509  △124 509 

(2) 工具器具備品  435,838   521,925   86,086  

減価償却累計額  △310,775 125,063  △381,251 140,674  △70,476 15,610 

(3) 車両運搬具  250   ―   △250  

減価償却累計額  △185 64  ― ―  185 △64 

有形固定資産合計   125,127 2.9  141,183 3.2  16,056 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   12,919   10,682  △2,237  

(2) 電話加入権   951   951  ― △2,237 

無形固定資産合計   13,870 0.3  11,633 0.3  △2,237 
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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） 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   9,313   1,200   △8,113 

(2) 出資金   10,000   ―   △10,000 

(3) 破産更生債権   ―   37,893   37,893 

(4) 長期前払費用   6,071   4,380   △1,691 

(5) 繰延税金資産   4,608   48,276   43,668 

(6) 長期性預金   300,000   100,000   △200,000 

(7) 差入保証金   38,113   67,094   28,981 

(8) 保険積立金   27,160   ―   △27,160 

(9) その他   434   578   144 

 貸倒引当金   △0   △0   △0 

投資その他の資産 

合計 
  395,700 9.2  259,422 5.8  △136,278 

固定資産合計   534,699 12.4  412,240 9.3  △122,459 

資産合計   4,309,033 100.0  4,415,920 100.0  106,887 
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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   599,870   555,920   △43,950 

２ 買掛金   261,599   142,361   △119,237 

３ 短期借入金   30,000   30,000   ― 

４ １年内返済予定 

  長期借入金 
※２  548,603   462,596   △86,007 

５ １年内償還予定社債   35,000   212,500   177,500 

６ 未払金   38,544   41,062   2,517 

７ 未払費用   34,057   27,218   △6,838 

８ 未払法人税等   57,871   2,464   △55,406 

９ 未払消費税等   ―   1,549   1,549 

10 前受金   ―   7,380   7,380 

11 預り金   7,049   5,062   △1,987 

12 前受収益   3,482   12,206   8,723 

流動負債合計   1,616,078 37.5  1,500,323 34.0  △115,755 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   612,500   850,000   237,500 

２ 長期借入金 ※２  1,075,914   803,318   △272,596 

３ 長期未払金   11,382   5,968   △5,413 

４ 長期預り金   45,000   45,000   ― 

固定負債合計   1,744,796 40.5  1,704,286 38.6  △40,509 

負債合計   3,360,874 78.0  3,204,609 72.6  △156,265 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※１  360,100 8.4  521,775 11.9  161,675 

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   310,832 7.2  585,207 13.2  274,375 

資本剰余金合計   310,832 7.2  585,207 13.2  274,375 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 当期未処分利益   276,072   104,329   △171,743 

利益剰余金合計   276,072 6.4  104,329 2.3  △171,743 

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
  1,154 0.0  ― ―  △1,154 

資本合計   948,158 22.0  1,211,311 27.4  263,152 

負債資本合計   4,309,033 100.0  4,415,920 100.0  106,887 
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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 情報機器事業収入  2,324,470   2,272,495   △51,975  

２ コンポーネント 

事業収入 
 291,029   259,547   △31,482  

３ 運営事業収入  174,382 2,789,882 100.0 256,435 2,788,478 100.0 82,053 △1,403 

Ⅱ 売上原価          

１ 製品期首たな卸高  404,025   1,079,926   675,900  

２ 当期製品製造原価  2,146,746   1,564,222   △582,524  

３ 当期製品仕入高  ―   ―   ―  

合計  2,550,772   2,644,148   93,376  

４ 他勘定振替高 ※１ 27,812   148,876   121,064  

５ 製品期末たな卸高  1,079,926   972,650   △107,276  

６ 情報機器事業原価  1,443,033   1,522,622   79,588  

７ コンポーネント 

事業原価 
 154,236   187,825   33,589  

８ 運営事業原価  42,168 1,639,438 58.8 59,603 1,770,051 63.5 17,435 130,613 

売上総利益   1,150,444 41.2  1,018,427 36.5  △132,016 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※２, 

３ 
 904,650 32.4  1,056,463 37.9  151,812 

営業利益(△は損失)   245,793 8.8  △38,035 △1.4  △283,829 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息  795   627   △167  

２ 受取配当金  130   6   △124  

３ 仕入割引  70   28   △42  

４ 損害保険受取額  1,208   ―   △1,208  

５ 投資有価証券売却益  ―   5,198   5,198  

６ 保険解約返戻金  ―   10,274   10,274  

７ その他  2,009 4,215 0.2 5,094 21,229 0.8 3,085 17,014 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  22,143   27,745   5,601  

２ 社債利息  3,383   7,422   4,038  

３ 新株発行費  2,021   30,870   28,848  

４ 社債発行費  9,640   8,450   △1,190  

５ 上場関連費用  5,775   18,086   12,310  

６ その他  4,089 47,053 1.7 5,569 98,143 3.5 1,480 51,090 

経常利益(△は損失)   202,955 7.3  △114,949 △4.1  △317,904 

Ⅵ 特別利益          

１ 貸倒引当金戻入益  12,679   504     △12,175  

２ 固定資産売却益 ※4 ― 12,679 0.4 175 679 0.0 175 △12,000 

Ⅶ 特別損失          

１ 前期売上返品損失  ―   12,049   12,049  

２ 棚卸資産評価損  ―   111,588   111,588  

３ 原状回復費用  ― ―  7,473   21,358  

４ 出資金評価損      ―   10,000   10,000  

５ 本社移転費  ― ― ― 3,885 144,995 5.2 3,885 144,995 

税引前当期純利益

(△は純損失) 
  215,634 7.7  △259,265 △9.3  △474,899 



 
 

   
 

- 20 - 

法人税、住民税 

及び事業税 
 77,302   950   △76,352  

法人税等調整額  15,003 92,305 3.3 △97,228 △96,278 △3.5 △112,231 △188,584 

当期純利益(△は純

損失) 
  123,329 4.4  △162,986 △5.8  △286,315 

前期繰越利益   152,743   267,315   114,572 

当期未処分利益   276,072   104,329   △171,743 
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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 

構成比(％) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

Ⅰ 材料費  1,613,948 75.0 999,758 63.9 

Ⅱ 経費 ※１ 538,610 25.0 564,748 36.1 

当期総製造費用  2,152,558 100.0 1,564,506 100.0 

期首仕掛品たな卸高  ―  5,812  

期末仕掛品たな卸高  5,812  6,096  

当期製品製造原価  2,146,746  1,564,222  

 

(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) 

原価計算の方法 

ロット別実際原価計算を採用しております。 

なお、個別プロジェクト案件については個別原価計算を採

用しております。 

 

原価計算の方法 

 同左 

 

※１ 経費の主な内訳 

外注加工費 538,610千円 
 

※１ 経費の主な内訳 

外注加工費 564,748千円
 

 

コンポーネント事業原価明細書 
 

  
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 ※１ 154,236 100.0 187,825 100.0 

コンポーネント事業原価  154,236 100.0 187,825 100.0 

 

(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) 

原価計算の方法 

 個別原価計算を採用しております。 

原価計算の方法 

 同左 
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運営事業原価明細書 
 

  
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 経費 ※１ 42,168 100.0 59,603 100.0 

運営事業原価  42,168 100.0 59,603 100.0 

 

(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) 

原価計算の方法 

 個別原価計算を採用しております。 

原価計算の方法 

 同左 

 

※１ 経費の主な内訳 

外注費 42,168千円 
 

※１ 経費の主な内訳 

外注費 59,603千円  
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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) 

区分 
注記 

番号 
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  215,634 △259,265 

２ 減価償却費  64,065 81,761 

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △12,679 △504 

４ ソフトウェア償却  2,392 3,602 

５ 受取利息  △795 △627 

６ 受取配当金  △130 △6 

７ 投資有価証券売却益  ― △5,198 

８ 支払利息  22,143 27,745 

９ 社債利息  3,383 7,422 

10 新株発行費  ― 30,870 

11 社債発行費  9,640 8,450 

12 固定資産売却益  ― △175 

13 売上債権の増減額（△は増加）  △738,254 66,099 

14 たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,257,017 △139,937 

15 未収消費税等の増減額（△は増加）  △62,930 62,930 

16 仕入債務の増減額（△は減少）  570,120 △163,187 

17 未払金の増減額（△は減少）  △1,153 7,714 

18 未払事業税の増減額（△は減少）  1,743 △153 

19 未払消費税等の増減額（△は減少）  △24,050 1,549 

20 その他  △48,407 14,040 

小計  △1,256,296 △256,868 

20 利息及び配当金の受取額  914 604 

21 利息の支払額  △24,403 △35,672 

22 法人税等の支払額  △149,500 △56,202 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,429,286 △348,137 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △42,005 △27,006 

２ 定期預金の払戻による収入  10,000 254,006 

３ 有価証券の取得による支出  △109,945 △9,995 

４ 有価証券の償還による収入  60,000 10,000 

５ 有形固定資産の取得による支出  △89,331 △105,588 

６ 有形固定資産の売却による収入  31 210 

７ 無形固定資産の取得による支出  △9,283 △1,365 

８ 投資有価証券の取得による支出  △1,200 ― 

９ 投資有価証券の売却による収入  ― 11,393 

10 貸付けによる支出  ― △650 

11 貸付金の回収による収入  470 120 

12 出資金の取得による支出  △10,000 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △191,264 131,125 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入  30,000 30,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △30,000 △30,000 

３ 長期借入れによる収入  1,000,000 200,000 

４ 長期借入金の返済による支出  △539,786 △558,603 

５ 社債の発行による収入  390,360 491,550 

６ 社債の償還による支出  △35,000 △85,000 

７ 株式の発行による収入  ― 405,179 

８ 配当金の支払額  ― △8,757 
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9 長期未払金の減少による支出  △7,051 △5,413 

財務活動によるキャッシュ・フロー  808,522 438,955 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △812,029 221,942 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,544,012 731,983 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  731,983 953,926 

 

④ 利益処分計算書 

 

株主総会承認年月日  
前事業年度 

(平成17年６月24日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   276,072  104,329 

Ⅱ 利益処分額      

 １ 配当金  8,757 8,757 ― ― 

Ⅲ 次期繰越利益   267,315  104,329 

（注）日付は、株主総会承認日およびその予定日であります。 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

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) 

(1) 満期保有目的の債券 

  同左 

 (2) その他有価証券 

① 時価のあるもの  

決算期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しておりま

す。) を採用しております。 

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

   同左 

 ② 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。 

② 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 

(1) 製品 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

 ただし、ロット別管理するものはロット

別移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 製品 

 同左 

 (2) 原材料 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2) 原材料 

 同左 

 (3) 仕掛品 

  個別法による原価法を採用しており

ます。 

(3) 仕掛品 

 同左  

 (4) 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

――――――― 

３ 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。 

 工具器具備品  ２～15年 

(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)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。 

(3) 長期前払費用 

均等償却によっております。 

(2) 無形固定資産 

 同左 

 

 

(3) 長期前払費用 

 同左 

４ 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 

 同左 

 (2) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2) 社債発行費 

 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) 

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、貸倒懸念債権等の特定の債権に

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の支出

に充てるため、支給見込額に基づき当

事業年度負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について特例処理

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。 

(1) ヘッジ会計の手法 

  同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利変動リスクについて金

利スワップ取引を利用し

ております。 

ヘッジ対象：ヘッジ取引により金利変動

が固定され、その変動が

回避される資金調達取引

を対象としております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 (3) ヘッジ方針 

 資金調達取引にかかる金利変動リスク

に対して金利スワップにより特例処理の

範囲内においてヘッジを行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

  同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 取引開始時に特例処理に基づく金利

スワップ取引であるか評価し、特例処理

に基づくスワップ取引についてのみ行な

っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  同左 

８ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、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 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1) 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。 

(1) 消費税等の処理方法 

  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 

 「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 

 

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  損益計算書の売上高「コンポーネント事業収入」は、前

事業年度においては「情報機器事業収入」に含めて表

示しておりましたが、経営戦略的に重要性が増しており、

今後の同事業の事業展開を勘案し、当事業年度より区

分掲記しております。 

なお、前事業年度の「情報機器事業収入」に含まれてい

るコンポーネント事業収入の金額は、2,959,978千円であ

ります。 

――――――― 

２  損益計算書の売上原価「コンポーネント事業原価」は、

前事業年度においては「情報機器事業原価」に含めて

表示しておりましたが、経営戦略的に重要性が増してお

り、今後の同事業の事業展開を勘案し、当事業年度より

区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「情報機器事業原価」に含まれてい

るコンポーネント事業原価の金額は、2,211,536千円であ

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 会社が発行する株式 

  普通株式 18,000株

発行済株式総数 

  普通株式 8,757株

  

※２ 担保提供資産 

   取引銀行との当座貸越契約（当座貸越極度額 

   20,000千円）に対し、下記の資産を担保に供し 

   おります。 

   現金及び預金 20,000千円

   （定期預金） 

   上記の他、長期借入金（１年内返済含む）320,000千円

について、総財産担保留保条項が付されております。 

 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1 

  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等は 

  次のとおりであります。 

   当座貸越極度額 20,000千円

   借入実行残高 ― 千円

     差引額 20,000千円

  
４  有価証券の時価評価により、純資産額が1,154千円増

加しております。 
なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により配当することが制限されております。 

※１ 会社が発行する株式 

  普通株式 90,000株

発行済株式総数 

  普通株式 50,285株

  

※２ 担保提供資産 

   取引銀行との当座貸越契約（当座貸越極度額 

   20,000千円）に対し、下記の資産を担保に供し 

   おります。 

   現金及び預金 20,000千円

   （定期預金） 

    上記の他、長期借入金（１年内返済含む）220,000千円

について、総財産担保留保条項が付されております。 

 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1 

  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等は 

  次のとおりであります。 

   当座貸越極度額 20,000千円

   借入実行残高 ― 千円

     差引額 20,000千円

 

――――――― 
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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 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 22,139千円

販売費及び一般管理費 5,672千円

   計 27,812千円

  

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

棚卸資産評価損 105,352千円

工具器具備品 35,479千円

販売費及び一般管理費 8,044千円

   計 148,876千円

  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は14％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は86％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 124,200千円

給料手当 166,520千円

賞与 40,319千円

荷造運賃 49,111千円

支払手数料 80,144千円

研究開発費 50,634千円

減価償却費 66,457千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は9％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は91％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 125,300千円

給料手当 189,804千円

荷造運賃 60,706千円

支払手数料 109,474千円

研究開発費 63,295千円

減価償却費 85,363千円
 

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

 50,634千円
 

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

 63,295千円
 

――――――― ※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

車両運搬具 175千円
 

 

 

(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 

(平成17年３月31日) 

現金及び預金勘定 814,993千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △83,009千円 

現金及び現金同等物 731,983千円 
 

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 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 909,944千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △56,009千円

コマーシャルペーパー 99,991千円

現金及び現金同等物 953,926千円
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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・リース取引に係る注記 

(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・リース取引に係る注記 

(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) 

工具器具備品 92,019 62,033 29,985 

車両運搬具 2,624 1,682 941 

ソフトウェア 14,437 12,306 2,131 

合計 107,631 76,022 33,058 

  

 
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) 

工具器具備品 133,741 52,651 81,090 

車両運搬具 2,624 2,524 100 

合計 136,365 55,175 81,190 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 18,542千円

１年超 16,410千円

合計 34,952千円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 24,428千円

１年超 58,054千円

合計 82,482千円

  

(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 24,213千円 

減価償却費相当額 21,988千円 

支払利息相当額 1,931千円 

  

(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 23,792千円 

減価償却費相当額 21,072千円 

支払利息相当額 1,526千円 

  

(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 

――――――― ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,143千円

１年超 1,866千円

合計 3,009千円
 

 



 
 

   
 

- 31 - 

(有価証券関係) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

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） 

区分 
取得原価 

(千円) 

貸借対照 
表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

貸借対照 
表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超える 
もの 

      

  株式 6,194 8,113 1,918 ― ― ― 

  債券 ― ― ― ― ― ― 

  その他 ― ― ― ― ― ― 

  小計 6,194 8,113 1,918 ― ― ― 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えない 
もの 

      

  株式 ― ― ― ― ― ― 

  債券 ― ― ― ― ― ― 

  その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 6,194 8,113 1,918 ― ― ― 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

区分 
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) 

売却額(千円) ― 11,393 

売却益の合計額(千円) ― 5,198 

売却損の合計額(千円) ―      ― 
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３ 時価評価されていない有価証券 

 

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） 区分 

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券   

コマーシャル・ペーパー ― 99,991 

  割引商工債券 59,954 59,978 

  合計 59,954 159,969 

(2) その他有価証券   

  非上場株式 
  （店頭売買株式を除く） 

1,200 1,200 

  合計 1,200 1,200 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

満期保有目的の債券     

 その他 60,000 ― ― ― 

合計 60,000 ― ― ― 

 

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 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内 
(千円) 

５年超10年以内 
(千円) 

10年超 
(千円) 

満期保有目的の債券     

 その他 160,000 ― ― ― 

合計 160,000 ― ― ― 
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 

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) 取引の内容 

 当社は金利スワップ取引を利用しております。 

(1) 取引の内容 

  同左 

(2) 取引に対する取組方針 

 当社の金利スワップ取引は将来の金利変動リスクを最小

限にとどめる目的で行なっており、投機的な取引は行なわ

ない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

  同左 

(3) 取引の利用目的 

 当社は借入金について将来の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップを利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行なって

おります。 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引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 

ヘッジ手段：金利変動リスクについて金利スワップ取

引を利用しております。 

ヘッジ対象：ヘッジ取引により金利変動が固定され、

その変動が回避される資金調達取引

を対象としております。 

③ ヘッジ会計方針 

 資金調達取引にかかる金利変動リスクに対して金利ス

ワップにより特例処理の範囲内においてヘッジを行って

おります。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 取引開始時に特例処理に基づく金利スワップ取引で

あるか評価し、特例処理に基づくスワップ取引について

のみ行なっております。 

(3) 取引の利用目的 

  同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利の変

動によるリスクはほとんどないものと認識しております。ま

た、取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるた

め、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクはほと

んどないものと判断しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の管理体制としては、契約の締結は取

締役会の専決事項となっており、取引実行管理に関する

決裁報告を「職務権限規程」などに定めております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度（平成17年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成18年３月31日） 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いているため、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（平成17年３月31日） 

当社は中小企業退職金共済制度に加盟しており、当事業年度の費用認識した拠出額は4,344千円、平

成17年３月31日現在の共済掛金等合計額は10,305千円であります。 

 

当事業年度（平成18年３月31日） 

当社は中小企業退職金共済制度に加盟しており、当事業年度の費用認識した拠出額は8,332千円、平

成18年３月31日現在の共済掛金等合計額は16,129千円であります。 

 

 

(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 6,556千円 

未払賞与 11,550千円 

繰延税金資産(流動)小計 18,107千円 

繰延税金資産(固定)  

減価償却費償却限度超過額 5,373千円 

繰延税金資産(固定)小計 5,373千円 

繰延税金資産合計 23,480千円 

繰延税金負債(固定)  

 その他有価証券評価差額金 △764千円 

繰延税金負債合計 △764千円 

繰延税金資産の純額 22,715千円 
 

(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 795千円 

未払賞与 8,088千円 

棚卸資産評価損 44,635千円 

繰越欠損金 17,773千円 

その他 1,138千円 

繰延税金資産(流動)小計 72,431千円 

繰延税金資産(固定)  

減価償却費償却限度超過額 4,183千円 

繰越欠損金 39,941千円 

出資金 4,000千円 

ゴルフ会員権 152千円 

繰延税金資産(固定)小計 48,276千円 

繰延税金資産の合計 120,708千円 
 

(2) 法定実効税率と税効果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 40.0％ 

 (調整)  

 同族会社の留保金額に対する税額 2.2％ 
 交際費等永久に損金に 

 算入されない項目 
1.1％ 

 住民税均等割 0.1％ 

 その他 △0.6％ 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

42.8％ 
 

(2) 法定実効税率と税効果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 △40.0％ 

 (調整)  

 交際費等永久に損金に 

 算入されない項目 
2.1％ 

 住民税均等割 0.4％ 

 その他 0.4％ 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

△37.1％ 
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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) 

子会社及び関連会社が存在しないため、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) 

 子会社及び関連会社が存在しないため、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) 

       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。
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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 108,274円38銭 24,088円91銭 

１株当たり当期純利益 
（△は純損失） 

14,083円51銭 △3,278円93銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

新株予約権等の権利が存在しますが、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。 

新株予約権等の権利が存在しますが、１

株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

 

 

当社は、平成18年9月15日付で普通株式

１株に対し普通株式5株の割合で株式分割を

行いました。 

当該株式の分割が前期首に行われたもの

と仮定した場合の前事業年度の１株当たり情

報は以下の通りであります。 

１株当たり純資産額  21,654円87銭 

１株当たり当期純利益 2,816円70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) 

当期純利益（△は純損失） 
(千円) 

123,329 △162,986 

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) （△は純損失） 

123,329 △162,986 

普通株式の期中平均株式数(株) 8,757 49,707 

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 

(1)新株引受権 

株主総会の特別決議日 

平成13年６月28日（普通株式75株） 

(2)新株予約権 

株主総会の特別決議日 

平成14年６月26日（普通株式45株） 

平成15年３月13日（普通株式33株） 

平成15年６月25日（普通株式27株） 

平成16年３月16日（普通株式16株） 

平成16年３月16日（普通株式15株） 

平成16年６月25日（普通株式57株） 

（1） 新株引受権 

   株主総会の特別決議日 

   平成13年6月28日（普通株式195株） 

（2） 新株予約権 

株主総会の特別決議日 

平成14年6月26日（普通株式105株） 

平成15年3月13日（普通株式120株） 

平成15年6月25日（普通株式45株） 

平成16年3月16日（普通株式80株） 

平成16年3月16日（普通株式75株） 

平成16年6月25日（普通株式285株） 
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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) 

 当社は、平成17年４月21日に店頭登録銘柄として、ジャス

ダック証券取引所へ登録されました。店頭登録にあたり、平

成17年３月18日開催の取締役会決議により、新株発行を決

議し、平成17年４月20日に払込が完了致しました。 

 この結果資本金は479,100千円、発行済株式総数は9,757

株となりました。 

（1）新株式発行要領 

 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 発行新株式数   1,000株 

 ③ 発行価格     １株につき330,000円 

 ④ 引受価額     １株につき310,200円 

 ⑤ 発行価額     １株につき238,000円 

 ⑥ 発行価額の総額  238,000千円 

 ⑦ 払込金額の総額  310,200千円 

 ⑧ 資本組入額    １株につき119,000円 

 ⑨ 資本組入額の総額 119,000千円 

 ⑩ 払込期日     平成17年４月20日 

 ⑪ 配当起算日    平成17年４月１日 

 ⑫ 資金の使途    全額借入金返済に充当 

 

――――――― 

 

 

役員の異動 

 

１．代表者および代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

２．新任取締役候補 

該当事項はありません。 

３．新任監査役候補 

該当事項はありません。 

４．退任予定取締役 

該当事項はありません。 

５．退任予定監査役 

該当事項はありません。 

６．昇格予定取締役 

該当事項はありません。 

７．役職の異動 

該当事項はありません。 


