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コ ー ド 番 号    ２３８３             本社所在都道府県 東京都 
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代  表  者     役 職 名   代表取締役社長  

      氏   名   若 山 陽 一 
問い合わせ先      責任者役職名  常 務 取 締 役    

    氏   名   島 田 恭 介    ＴＥＬ（０３）５７８３－８７２１ 
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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．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                        
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
15,103 
11,073 

％ 
36.4 
42.8 

百万円 
712 
199 

％ 
257.6 
△57.0 

百万円 
711 
201 

％ 
252.4 
△52.3 

 
 

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 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
369 
84 

％ 
338.8 
△55.7 

円 
12,376 
3,011 

銭 
85 
70 

円 
11,843 
2,853 

銭 
85 
26 

％ 
24.6 
6.5 

％ 
21.8 
7.9 

％ 
4.7 
1.8 

（注）①期中平均株式数  平成 18 年 3 月期 28,354 株      平成 17 年 3 月期 27,950 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 

 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

    円 
3,820 
900 

銭 
00 
00 

   円  銭 
 － 

   －      

    円 
3,820 
900 

銭 
00 
00 

百万円 
        110 

25 

％ 
30.9 

      29.9 

％ 
6.5 

       1.9 

(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 
 
平成１８年３月期 
平成１７年３月期 

百万円 
3,927 
2,583 

 
 
 

百万円 
1,708 
1,299 

 
 
 

% 
 43.5 
 50.3 

 
 
 

円  銭 
       58,196    26 

46,479    69 

（注）①期末発行済株式数 平成 18 年 3 月期     29,046 株   平成 17 年 3 月期     27,950 株 
   ②期末自己株式数  平成 18 年 3 月期    －株    平成 17 年 3 月期        －株 
 
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） 

１株当たり年間配当 
 

売 上 高 経常利益 当期純利益 
中  間 期  末 

金 
 

 
中  間  期 
通    期 

百万円 
 9,000 
20,000 

百万円 
  430 
1,300 

百万円 
  210 
  666 

円 
－ 
－ 

銭 
 
 

   円 
  － 
1,380 

銭 
 

00 

   円 
 － 
1,380 

銭 
 

00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  4,585 円 83 銭 
（注）平成 18 年２月 13 日開催の取締役会決議により、平成 18 年３月 31 日現在の株主に対し平成 18 年４月１日付を      

もって、普通株式１株につき５株の割合で株式分割をしました。これを反映して、１株当たり予想当期純利益（通
期）及び 1株当たり年間配当金については、当該株式分割後の発行済株式数 145,230 株を基に算出しております。 

  ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
      実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 ※ 期末日以外の日を基準日とする現金配当は予定しておりません。 
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１．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

   （単位：千円） 
前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
増減 

科目 
注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 
(資産の部)  ％   ％ 

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金  963,845   654,545  △309,300 

２ 受取手形  －   86,075  86,075 

３ 売掛金 ※１  1,307,364   1,972,274  664,910 

４ 貯蔵品  575   239  △335 

５ 前払費用  110,158   184,064  73,906 

６ 繰延税金資産  25,038   68,728  43,689 

７ その他  17,606   26,482  8,875 

    貸倒引当金  △7,948   △32,524  △24,576 

流動資産合計  2,416,640 93.5  2,959,886 75.4 543,246 
Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 17,626   17,911    
  減価償却累計額 2,795 14,830  4,708 13,202  △1,628 
(2) 機械及び装置 1,140   1,340    
  減価償却累計額 985 154  1,126 213  59 

(3) 工具器具備品 80,197   90,597    
  減価償却累計額 41,956 38,240  64,699 25,897  △12,342 

(4) 建設仮勘定  －   21,248  21,248 
  有形固定資産合計  53,226 2.1  60,562 1.5 7,336 

 ２ 無形固定資産    
 
 

   

(1) 営業権  －   3,600  3,600 

(2) ソフトウェア  12,212   14,131  1,919 

(3) ソフトウェア仮勘定  －   311,390  311,390 

(4) 電話加入権  1,752   1,752  － 

   無形固定資産合計  13,964 0.5  330,874 8.4 316,909 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  －   99,598  99,598 

(2) 関係会社株式  －   328,300  328,300 

(3) 出資金  9,400   9,400  － 

(4) 長期前払費用  3,640   8,801  5,160 

(5) 差入保証金  74,787   129,841  55,054 

(6) 繰延税金資産  3,274   190  △3,083 

(7) その他  9,000   －  △9,000 

      投資その他の資産合計  100,102 3.9  576,131 14.7 476,029 

固定資産合計  167,293 6.5  967,568 24.6 800,275 

資産合計  2,583,933 100.0  3,927,455 100.0 1,343,521 
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（単位：千円） 

前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

増減 
科目 

注記
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 

（負債の部）    ％   ％  

Ⅰ 流動負債        
 

１ 買掛金   －   6,757  6,757 

２ 未払金   120,727   338,841  218,114 

３ 未払費用   719,624   1,069,728  350,104 

４ 未払法人税等   115,842   356,516  240,673 

５ 未払消費税等   199,580   227,753  28,172 

６ 預り金   119,756   179,033  59,276 

７ 賞与引当金    －   31,595  31,595 

８ その他   1,248   3,972  2,724 

流動負債合計   1,276,780 49.4  2,214,198 56.4 937,418 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期未払金   －   4,428  4,428 

２ 退職給付引当金   8,046   －  △8,046 

固定負債合計   8,046 0.3  4,428 0.1 △3,618 

負債合計   1,284,826 49.7  2,218,626 56.5 933,800 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  457,000 17.7  489,880 12.5 32,880 

Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金   575,500   608,380  32,880 

     資本剰余金合計   575,500 22.3  608,380 15.5 32,880 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 当期未処分利益   266,607   610,845  344,238 

     利益剰余金合計   266,607 10.3  610,845 15.5 344,238 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   － －  △277 △0.0 △277 

資本合計   1,299,107 50.3  1,708,828 43.5 409,721 

負債資本合計   2,583,933 100.0  3,927,455 100.0 1,343,521 
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    (2)損益計算書 
       （単位：千円） 

 前事業年度 
(自 平成 16 年４月 １日 
  至 平成 17 年３月 31 日)  

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

増減 
科目 

注記
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 
    ％   ％  

Ⅰ 売上高         

１ 請負等役務売上高 ※１ －   14,925,732    

２ 商品売上高  － 11,073,019 100.0 177,584 15,103,317 100.0 4,030,297 

Ⅱ 売上原価         

１ 請負等役務売上原価  －   12,345,770    

２ 商品売上原価  － 9,046,609 81.7 120,237 12,466,007 82.5 3,419,398 

    売上総利益   2,026,410 18.3  2,637,309 17.5 610,899 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費         

  １ 広告宣伝費  3,570   4,412   841 

２ 貸倒引当金繰入額  1,221   24,576   23,355 

３ 役員報酬  78,935   48,099   △30,835 

４ 給与及び賞与  814,946   834,853   19,906 

５ 福利厚生費  126,443   146,299   19,856 

  ６ 採用関連費  273,340   321,849   48,509 

  ７ 旅費交通費  128,387   125,473   △2,913 

８ 賃借料  104,556   103,266   △1,290 

    ９ 減価償却費  30,368   32,138       1,769 

    10 支払手数料  83,336   81,183   △2,152 

    11 その他  182,124 1,827,230 16.5 202,929 1,925,082 12.8 20,805 

    営業利益   199,179 1.8  712,226 4.7 513,047 

 Ⅳ 営業外収益         

  １ 受取利息  157   7   △150 

２ 半導体関連装置売却益  4,595   －   △4,595 

３ 消費税等差益  －   60   60 

  ４ その他  13 4,766 0.0 4 72 0.0 △9 

 Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  1,620   498   △1,122 

  ２ 新株発行費  432   484   52 

  ３ その他  19 2,072 0.0 0 983 0.0 △19 

    経常利益   201,873 1.8  711,316 4.7 509,442 

    税引前当期純利益   201,873 1.8  711,316 4.7 509,442 
    法人税、住民税及び 

事業税  112,218   382,338   270,120 

    法人税等調整額  5,478 117,696 1.0 △40,415 341,922 2.3 △45,893 

    当期純利益   84,176 0.8  369,393 2.4 285,216 

    前期繰越利益   182,430   241,452  59,021 

    当期未処分利益   266,607   610,845  344,238 
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      売上原価明細書 
  
ア．請負等役務売上原価明細書                                 （単位：千円）  

前事業年度 
(自 平成 16 年４月 １日 
  至 平成 17 年３月 31 日) 

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

注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％ 

 Ⅰ 労務費 ※１ 8,782,770 97.1 12,011,717 97.3 

 Ⅱ 経費  263,838 2.9 334,053 2.7 

    売上原価  9,046,609 100.0 12,345,770 100.0 

 （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) 

 

※１ 労務費の主な内訳 

                       千円 

給与手当及び賞与            7,548,889 

    福利厚生費                  1,231,632 

 

※１ 労務費の主な内訳 

                       千円 

給与手当及び賞与           10,203,380 

賞与引当金繰入額               31,595 

    福利厚生費                  1,776,741     
 
イ．商品売上原価明細書                                     （単位：千円）  

前事業年度 
(自 平成 16 年４月 １日 
  至 平成 17 年３月 31 日) 

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

注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％ 

 Ⅰ 期首商品たな卸高  － － － － 

 Ⅱ 当期商品仕入高  － － 120,237 100.0 

 Ⅲ 期末商品たな卸高  － － － － 

    売上原価  － － 120,237 100.0 
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  (3)キャッシュ・フロー計算書 
 
    当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

               （単位：千円）  

前事業年度     
(自 平成 16 年４月 １日 
  至 平成 17 年３月 31 日)    科目 

注記 
番号 

金額   

 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  201,873     

  ２ 減価償却費  30,368     

  ３ 貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  1,221     

  ４ 賞与引当金の増加額又は減少額（△）  △19,323     

  ５ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）  132     

  ６ 受取利息  △157     

  ７ 支払利息  1,620     

  ８ その他の費用  4,105     

    ９ 売上債権の増加額（△）又は減少額  △256,266     

  10 その他資産の増加額（△）又は減少額  △70,625     

  11 未払費用の増加額又は減少額（△）  111,785     

  12 預り金の増加額又は減少額（△）  28,867     

  13 未払消費税等の増加額又は減少額（△）  16,491     

  14 その他負債の増加額又は減少額（△）  104,853     

  15 役員賞与の支払額  △18,000     

小計  136,945     

  16 利息の受取額  176     

  17 利息の支払額  △1,602     

  18 法人税等の支払額  △221,704     

     営業活動によるキャッシュ・フロー  △86,185     

 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  △35,476     

  ２ 無形固定資産の取得による支出  △5,925     

    ３ 出資金の取得による支出  △6,000     

    ４ 出資金の返還による収入  290     

  ５ 差入保証金の純増加額(△)又は純減少額  △23,256     

  ６ その他  △9,000     

     投資活動によるキャッシュ・フロー  △79,367     

 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額又は純減少額（△）  △115,000     

  ２ 株式の発行による収入  △432     

  ３ 配当金の支払額  △55,900     

     財務活動によるキャッシュ・フロー  △171,332     

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △336,885     

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,300,730     

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 963,845     
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(4)利益処分案 
     （単位：千円） 

  
 

前事業年度 
 

 
当事業年度 

 
増減 

区分 
注記 
番号 金額 金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益  266,607  610,845  344,238 

Ⅱ 利益処分額       

 １ 配当金  25,155  110,955  85,800 

 ２ 役員賞与金  ―  18,460  18,460 

   (うち監査役賞与金)  (―)  (―)  (―) 

Ⅲ 次期繰越利益  241,452  481,429  239,977 
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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 

 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
   移動平均法による原価法 
(2) その他有価証券 

時価のあるもの 
決算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) 

２．たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

貯蔵品 
最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 
同左 

３．固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しております。 
ただし、建物（建物付属設備を除く） 

については定額法を採用しております。 
なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法の規定する方法と同一の基
準によっております。 

(1) 有形固定資産 
     同左 

 (2) 無形固定資産 
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。 

(2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 
営業権については商法施行規則に

規定する最長期間(５年)で均等償却

しております。 
また、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。  

３．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 

４．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合理的に見積も
った貸倒率により、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 
従業員の賞与の支払に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度に対応する
金額を計上しております。当事業年度に
ついては支給見込額がありませんので、
賞与引当金を計上しておりません。 

(3) 退職給付引当金 
    従業員の退職給付に備えるため、当事 

業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。  

(2) 賞与引当金  
従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度に対応
する金額を計上しております。 
 
  

(3) 退職給付引当金 
         
 
 
(追加情報) 

     平成 17 年 5 月 25 日開催の取締役会
決議により退職給付制度を廃止いた
しました。これによる損益に与える影
響は軽減であります。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成 16 年４月 １日 
至 平成 17 年３月 31 日) 

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

５．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 
 
 
 

６．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
期限が到来する短期投資からなっておりま
す。 

 
 

７．その他財務諸表作成のた 
めの基本となる重要な 
事項 

消費税等の処理方法 
  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 
 

 
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。 

 
 
 
追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成 16 年４月 １日 
  至 平成 17 年３月 31 日) 

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

実務対応報告第 12 号「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」(企業会計基準委員会(平成 16 年 2 月 13 日))が公
表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に
基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割 33,100 千
円を販売費及び一般管理費(その他)として処理してお
ります。 

前事業年度まで売上高は請負等役務売上高のみでした
が、当事業年度より商品売上高が発生しているため、区分
して掲記しております。 
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注記事項 
 
（貸借対照表関係） 
 

前事業年度 
（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

当事業年度 
（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

 ※１ 関係会社に対する資産 
   区分掲記されたもののほか次のものがあります。 
    売掛金    484,942 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    111,800 株 
    発行済株式総数 普通株式    27,950 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  111,800 株 
    発行済株式総数 普通株式  29,046 株 

 ３ 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3行と当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残
高は次のとおりであります。 

当座貸越契約     950,000千円 
借入実行残高       －千円 

     差引額     950,000 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 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。  
    売上高  3,070,106 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) 
※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     963,845 千円 
   現金及び現金同等物    963,845 千円 

 
 
 

 当事業年度については連結財務諸表を作成している
ため、連結財務諸表における記載事項として記載してお
ります。 
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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 
 
 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 

 車両 
運搬具 

工具器
具備品 

ソフト
ウェア 

合計  

 （千円） (千円) (千円) (千円)  
取得価額 
相当額 

7,260 4,202 3,540 15,002  

減価償却累
計額相当額 

605 840 826 2,271  

期末残高相
当額 

6,655 3,361 2,714 12,731  

  

 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 
 
 車両   工具器   ソフト   合計 

運搬具  具備品   ウェア 
 （千円） (千円) （千円） （千円） 
取得価額 
相当額 

  7,260    4,202    3,540 15,002 

減価償却累
計額相当額 

  2,057    1,680    1,534   5,271 

期末残高相
当額 

  5,203    2,521    2,006   9,730 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
   １年以内             2,909 千円 
   １年超              9,944 千円 
    合計              12,854 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            2,317 千円 
   減価償却費相当額         1,587 千円 
   支払利息相当額           844 千円 
 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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。 

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。 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
   １年以内               2,985 千円 
   １年超                6,959 千円 
   合計                 9,944 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             3,200 千円 
   減価償却費相当額            3,000 千円 
   支払利息相当額             291 千円 
 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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。 

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。 

 
 
（有価証券関係） 
    
  前事業年度(平成 17 年 3 月 31 日現在) 
      該当事項はありません。 
 
  当事業年度(平成 18 年 3 月 31 日現在) 
      当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」(子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものを除く)の注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、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。 

 
（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行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

  当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記については、連結財務諸表 
における注記事項として記載しております。 



‐11‐ 

（退職給付関係） 
 

前事業年度 
（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

当事業年度 
（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

(1) 採用している退職給付制度の概要 
当社は、技能社員の一部に対して確定給付型の制度 

 として退職一時金制度を設けております。 
(2) 退職給付債務に関する事項 
   退職給付債務       8,046 千円 
(3) 退職給付費用 
    勤務費用        2,348 千円 
         計      2,348 千円 
 
(4) 退職給付債務の計算基礎 

簡便法を採用しているため、該当事項はありません。 
 

 

 
（税効果会計関係） 
 

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) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
            （平成 17 年 3 月 31 日現在） 
                  （単位：千円） 
  繰延税金資産 
   未払雇用納付金          9,012 
   未払事業税             12,791 
   貸倒引当金                     3,234 
   退職給付引当金                   3,274 
    繰延税金資産計                28,312 
 
 
 
(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                        40.7 % 
  （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                    16.5 
    同族会社の留保金課税             1.1 
    その他             △ 2.1 
    税効果会計適用後の法人税等の 
    負担率                         58.3 % 
 
 

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
            （平成 18 年 3 月 31 日現在） 
                  （単位：千円） 
  繰延税金資産 
   未払雇用納付金            8,626  
   未払事業税             32,430 
   貸倒引当金                   13,234 
   賞与引当金            12,856 
   未払社会保険料                  1,581 
   その他有価証券評価差額金      190 
    繰延税金資産計               68,918 
 
(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                        40.7 % 
  （調整） 
    交際費等永久に損金に算入 
    されない項目                     1.2          
    住民税均等割                     4.7 
    同族会社の留保金課税             2.2 
    その他              △0.7  
    税効果会計適用後の法人税等の 
    負担率                         48.1 % 
 
 

 
（持分法損益等） 
 

前事業年度(平成 17 年 3 月 31 日現在) 
該当事項はありません。 
 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記については省略しております。 
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（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。 
 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記については、連結財務諸表に 
おける注記事項として記載しております。 

 
（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) 

              58,196 円 26 銭 
              12,376 円 85 銭 

            11,843 円 85 銭 
 

 

１株当たり純資産額 
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 

              46,479 円 69 銭 
               3,011 円 70 銭 

             2,853 円 26 銭 
 

当社は、平成 16 年 5 月 20 日付で普
通株式 1 株に対し、普通株式 2 株の割
合で株式分割を行いました。当該株式
分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前事業年度における 1 株当たり情
報については、それぞれ以下のとおり
となります。 
 

１株当たり純資産額   45,468 円 00 銭 
１株当たり当期純利益    
金額          8,162 円 48 銭 
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額    7,789 円 51 銭 

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

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金額     

当期純利益（千円） 84,176  369,393  

普通株主に帰属しない金額（千円） －  18,460  

(うち利益処分による役員賞与金(千
円)) 

－ 
 

( 18,460 ) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 84,176  350,933  

普通株式の期中平均株式数(株) 27,950  28,354  

     
潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

 
 

 
 

当期純利益調整額（千円） －  －  

普通株式増加数(株) 1,552  1,276  

 （うち新株予約権（株）） ( 1,552 ) ( 1,276 ) 

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 

新株予約権方式によるストックオプ 
ション(新株予約権 496 個) 

新株予約権方式によるストックオ 
プション(新株予約権 393 個) 
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 (重要な後発事象) 
   
１．平成 18 年４月 25 日開催の取締役会決議に基づき、半導体・FPD 製造の上流工程である「設計(デザイン)」面でのソリ

ューションサービスを提供できる体制を構築するため、平成 18 年 4 月 26 日付で、デバイス設計の高度なノウハウを有
する株式会社アルティスタの株式を当社代表取締役若山陽一より取得いたしました。 
①商 号 株式会社アルティスタ 
②事 業 内 容 機械・電気・電子機器等の設計・製図、工場内の設備機器の保守・点検業務、精密機器の修理業務及 

び技術者派遣 
③設立年月日 平成17年９月30日 
④代 表 者 代表取締役社長 橋口 謙  
⑤資 本 金 4,500万円 
⑥取得価額 45,480千円(持分比率84.2%) 

 
２．平成 17 年６月 25 日開催の定時株主総会決議に基づき、平成 18 年４月 27 日開催の取締役会において、平成 18 年４月 

28 日付で商法 280 条ノ 20 及び商法 280 条ノ 21 の規定によるストックオプションを目的とした新株予約権を発行するこ 
とを決議しました。 

  新株予約権の内容は以下のとおりであります。 

①新株予約権の発行数 80 個(各新株予約権 1個当たりの株式数:5 株) 

②新株予約権の発行価額 無償 

③新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 400 株 

④新株予約権の行使に際しての払込金額 １株につき 249,000 円 

⑤新株予約権の行使により発行する株式 99,600,000 円 

 の発行価額の総額 

⑥新株予約権の行使期間 平成 19 年７月１日から平成 22 年６月末日まで 

⑦新株予約権の行使により新株を発行する １株につき 124,500 円 

場合の発行価額のうち資本に組入れない額 

⑧新株予約権の割当対象者数 当社子会社取締役 3名、当社顧問 1名 
 
 
３．平成 18 年 2 月 13 日開催の当社取締役会に基づき、平成 18 年 4 月 1 日付で、以下のとおり株式分割により新株式を発行

しております。 
①平成 18 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普通株式 1株につき 5株の割合をも 
って分割する。 

②分割により増加する株式数 
    普通株式  116,184 株 
 ③配当起算日 平成 18 年 4 月 1 日 
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当たり情報は、以下のとおりとなります。 

  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） 

 
１株当たり純資産額       9,295円94銭 

１株当たり 
当期純利益金額             602円34銭 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額             570円65銭 
   

 
１株当たり純資産額      11,639円25銭 

１株当たり 
当期純利益金額           2,475円37銭 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額           2,368円77銭 
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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) その他役員の異動 
① 新任監査役候補 

監査役 渡邊 顯（現 当社顧問） 
 
② 退任予定監査役 

監査役 横山 和夫 
 

（注） 新任監査役候補者 渡邊 顯氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 18 条第 1項に定め
る社外監査役の要件を備えております。 

 
３．その他 
   該当事項はありません。  


