
－ 1 － 

平成 18 年３月期    個別財務諸表の概要               平成 18 年５月 16 日 
上 場 会 社 名        アセット・インベスターズ株式会社            上場取引所 大 福 

コ ー ド 番 号        3121                                        本社所在都道府県 愛知県 

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

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 若山 健彦 

問合せ先責任者 役職名 総務部長     氏名 渡邉 政秀 ＴＥＬ (052)781－6301 

決算取締役会開催日 平成 18 年５月 16 日              中間配当制度の有無    有 

配当支払開始予定日 平成 18 年６月 28 日        定時株主総会開催日 平成 18 年６月 27 日               

単元株制度採用の有無  有（１単元１千株） 

 

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)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 
17 年３月期 

5,882    （239.2）
1,734    （ 77.2）

2,226   （114.3）
1,039    （ 85.4）

2,036   （113.1 ）
956   （ 75.2 ）

 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整
後当期純利益 

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 
17 年３月期 

1,238    103.2  
609       32.5  

15  28 
18  31 

15  14 
－

14.4  
12.7  

11.9   
10.7   

34.6  
55.1  

(注) ①期中平均株式数 18 年３月期    77,823,169 株   17 年３月期    32,136,442 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     

  円  銭 円  銭  円  銭 百万円 ％ ％
18 年３月期 3  50    0  50  注 3  00  286  22.0  2.6 
17 年３月期 5  00   － 5  00 177  27.3  2.8 

（注）中間配当金は、平成 17 年 11 月 21 日付けで行なった株式分割（1 株につき 2 株の割合をもって分割）の影響を加

味しております。 

 

(3)財政状態 
 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭
18 年３月期 22,995  10,860  47.2   132   16  
17 年３月期 11,230  6,324  56.3  178    57 

(注) ①期末発行済株式数 18 年３月期  82,291,567 株      17 年３月期   35,415,971 株 

    ②期末自己株式数   18 年３月期     119,701 株      17 年３月期    49,427 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

  2,300    1,200   730  0  50   ― ― 中 間 期 
通   期 5,000  2,650 1,600 ― 3  00  3  50

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  19 円 47 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、多分に不確定な要因を含んでお

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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 【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  695,359  2,550,294 

２ 売掛金  4,443  19,357 

３ 有価証券  2,065,162  ― 

４ 営業投資有価証券 
※２
※６ 

3,808,863  10,518,807 

５ 営業出資金 ※６ ―  3,104,500 

６ 営業貸付金 ※６ ―  87,500 

７ 商品  2,424  ― 

８ 貯蔵品  1,931  ― 

９ 販売用不動産 ※２ 1,220,373  2,105,197 

10 前渡金  5,000  3,544 

11 前払費用  22,483  36,908 

12 繰延税金資産  22,731  ― 

13 未収消費税等  49,325  ― 

14 その他の流動資産  5,927  21,613 

流動資産合計  7,904,026 70.4  18,447,722 80.2

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物 
※１
※２ 

1,106,000  1,464,906 

２ 構築物  17,720  25,832 

３ 機械及び装置  71,629  68,256 

４ 工具器具備品  3,849  21,150 

５ 土地 ※２ 1,782,430  1,971,430 

有形固定資産合計  2,981,629 26.5  3,551,576 15.4

(2) 無形固定資産    

１ 電話加入権  299  300 

無形固定資産合計  299 0.0  300 0.0

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  113,927  372,601 

２ 関係会社株式  120,002  220,002 

３ 関係会社出資金  63,000  60,000 

４ 出資金  ―  2,200 

５ その他の 
投資その他の資産 

 47,422  340,925 

投資その他の資産合計  344,353 3.1  995,729 4.4

固定資産合計  3,326,281 29.6  4,547,605 19.8

資産合計  11,230,307 100.0  22,995,328 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  12,025  58,035 

２ 短期借入金 ※２ 2,545,000  4,219,500 

３ １年以内返済予定の 
長期借入金 

※２ 256,868  558,968 

４ 未払金  1,661  16,600 

５ 未払費用  7,481  105,618 

６ 未払法人税等  397,046  733,162 

７ 未払消費税等  ―  17,111 

８ 前受金  8,874  25,500 

９ 預り敷金・保証金  ―  102,694 

10 繰延税金負債  ―  6,399 

11 その他の流動負債  39,322  3,304 

流動負債合計  3,268,279 29.1  5,846,895 25.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 新株予約権付社債  ―  4,025,000 

２ 長期借入金 ※２ 759,976  1,326,633 

３ 繰延税金負債  836,443  875,274 

４ 預り敷金・保証金  41,514  61,358 

固定負債合計  1,637,934 14.6  6,288,266 27.4

負債合計  4,906,213 43.7  12,135,161 52.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 2,061,788 18.4  3,719,288 16.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,258,708 2,916,208  

資本剰余金合計  1,258,708 11.2  2,916,208 12.7

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  84,500  106,000 

２ 任意積立金    

(1) 固定資産圧縮積立金  1,164,996 1,152,733  

(2) 別途積立金  700,000 1,864,996 700,000 1,852,733 

３ 当期末処分利益  1,017,433  2,008,661 

利益剰余金合計  2,966,930 26.4  3,967,395 17.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  47,218 0.4  275,783 1.2

Ⅴ 自己株式 ※４ △10,552 △0.1  △18,509 △0.1

資本合計  6,324,093 56.3  10,860,167 47.2

負債資本合計  11,230,307 100.0  22,995,328 100.0

        

 

 

 

 



 

－ 4 － 
 

 

【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

１ マーチャント・バンキング収益  1,503,476 5,829,075  

２ ホスピタリティ＆ウェルネス収益  230,710 1,734,187 100.0 53,491 5,882,566 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ マーチャント・バンキング原価  296,239 3,210,594  

２ ホスピタリティ＆ウェルネス原価  197,828 494,067 28.5 46,854 3,257,448 55.4

売上総利益  1,240,120 71.5  2,625,117 44.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 201,103 11.6  398,296 6.8

営業利益  1,039,016 59.9  2,226,821 37.9

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  376 2,464  

２ 受取配当金  4,682 1,352  

３ 為替差益  5,220 ―  

４ 雑収入  1,313 11,592 0.7 3,271 7,088 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  65,420 137,814  

２ 新株発行費  27,055 18,687  

３ 社債発行費  ― 12,965  

４ 為替差損  ― 24,909  

５ 雑支出  2,088 94,565 5.5 2,630 197,006 3.4

経常利益  956,043 55.1  2,036,903 34.6
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 721 10  

  ２ 投資有価証券売却益  73,103 70,694  

  ３ 関係会社出資金売却益  ― 73,824 4.3 500 71,204 1.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除売却損 ※３ 419 176  

２ 役員退職慰労金  ― 10,111  

３ 過年度損益修正損  ― 16,077  

 ４ 違約金  ― 419 0.0 1,262 27,628 0.4

税引前当期純利益  1,029,448 59.4  2,080,480 35.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 425,581 919,473  

法人税等調整額  △5,705 419,876 24.2 △77,748 841,725 14.3

当期純利益  609,572 35.2  1,238,755 21.1

前期繰越利益  407,860  809,816 

中間配当額  ―  39,910 

当期未処分利益  1,017,433  2,008,661 
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 【利益処分案】 
 

  第81期 第82期 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,017,433  2,008,661

Ⅱ 任意積立金取崩額   

固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 12,263 12,263 12,610 12,610

合計  1,029,696  2,021,272

Ⅲ 利益処分額   

１ 利益準備金  21,500 25,000 

２ 配当金  177,079 246,515 

３ 役員賞与金  21,300 219,879 49,500 321,015

（監査役賞与金）   （800） （2,000） 

Ⅳ 次期繰越利益  809,816  1,700,257
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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) 

子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法  

その他有価証券 
時価のあるもの 
期末日の市場価格に基づく時価法(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)によっています。 

子会社株式及び関連会社株式同左 
同左 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 

１．有価証券の評価基準及び 
評価方法 

時価のないもの 
移動平均法による原価法。ただし、匿
名組合出資金は個別法によっており、
詳細は9.その他財務諸表作成のため
の基本となる事項の(4) 匿名組合出資
金の会計処理に記載しております。 

時価のないもの 
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 

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、貯蔵品    
最終仕入法による原価法 
販売用不動産    
個別法による原価法 

商品、貯蔵品    
― 

販売用不動産    
同左 

４．固定資産の減価償却の 
方法 

 

有形固定資産    
 定額法 

なお主な耐用年数は以下のとおり 
であります。 

建物 32～50年 

機械及び装置 ５～10年 
 

有形固定資産    
同左 

 

５. 繰延資産の処理方法 
 

新株発行費 
支出時に全額費用処理しております。 

新株発行費 
同左 

社債発行費 
  支出時に全額費用処理しております。 

６．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
込額を計上しています。 

貸倒引当金 
同左 

 
 

７．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か
かる方法に準じた会計処理によっており
ます。 

同左 

（1）ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップの特例処理の対
象となる取引については特例処理
を採用してります。 

（1）ヘッジ会計の方法 
同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
     ヘッジ手段…金利スワップ 
      

ヘッジ対象…借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ、為替予

約取引 
ヘッジ対象…借入金、営業投資有価

証券 
(3)ヘッジ方針 
     一部の借入金について、金利スワッ  
    プ取引により、金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

(3)ヘッジ方針 
同左 

８．ヘッジ会計の方法 
 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理の対象となる金利スワップ
については、有効性の評価を省略し
ております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 
同左 



 

－ 8 － 
 

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) 消費税等の会計処理 
    消費税等の会計処理は税抜方式に

よっています。なお、控除対象外消
費税については全額当期の費用と
して処理しております。 

（1）消費税等の会計処理 
同左 

(2) 自社ファンドへ譲渡した不動産につい
ての会計処理 

   販売用不動産のうち、自社ファンド
    へ譲渡した不動産については、売却

損益を純額で売上高に計上してお
ります。 

(2)自社ファンドへ譲渡した不動産につい
ての会計処理 

同左 

(3) 営業投融資の会計処理 
 当社グループがＭ＆Ａ事業の営業
取引として営業投資目的で行う投
融資(営業投融資)について は、営
業投資目的以外の投融資とは区分
して｢営業投資有価証券｣｢有価証
券｣及び｢営業貸付金｣として｢流動
資産の部｣にまとめて表示しており
ます。また、営業投融資から生ずる
損益は、営業損益として表示するこ
ととしております。なお、株式等の
所有により、営業投資先の意思決定
機関を支配している要件および営
業投資先に重要な影響を与えてい
る要件を満たすこともありますが、
その所有目的は営業投資であり、傘
下に入れる目的で行われていない
ことから、当該営業投資先は、子会
社及び関連会社に該当しないもの
としております。 

(3) 営業投融資の会計処理 
当社グループがＭ＆Ａ事業の営業
取引として営業投資目的で行う投
融資(営業投融資)については、営業
投資目的以外の投融資とは区分し
て｢営業投資有価証券｣｢営業出資
金｣及び｢営業貸付金｣として｢流動
資産の部｣にまとめて表示しており
ます。また、営業投融資から生ずる
損益は、営業損益として表示するこ
ととしております。なお、株式等の
所有により、営業投資先の意思決定
機関を支配している要件および営
業投資先に重要な影響を与えてい
る要件を満たすこともありますが、
その所有目的は営業投資であり、傘
下に入れる目的で行われていない
ことから、当該営業投資先は、子会
社及び関連会社に該当しないもの
としております。 
（表示方法の変更) 
前事業年度まで「有価証券」（当事業
年度1,195,632千円）に含めていた不
動産ファンド事業における株式会
社、有限会社及び有限責任中間法人
への出資金を当事業年度より「営業
投資有価証券」、「営業出資金」にま
とめて計上し、その内訳を注記事項
（貸借対照表関係※6）にて開示して
おります。 
この変更は、当社の投資銀行業務の
実態を簡潔かつ明瞭に表示するため
のものであります。 

９．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 

(4) 匿名組合出資金の会計処理 
   当社は匿名組合出資金の会計処理

を行うに際して、匿名組合の財産の
持分相当額を「有価証券」「営業投
資有価証券」として計上しておりま
す。匿名組合の出資時に「有価証券」
「営業投資有価証券」を計上し、匿
名組合が獲得した純利益の持分相
当額については、「売上高」に計上
するとともに同額を「有価証券」
「営業投資有価証券」に加減し、営
業者からの出資金の払戻しについ
ては「有価証券」「営業投資有価証
券」を減額させております。なお、
匿名組合出資金は「営業投資有価証
券」または「有価証券」として流動
資産の部に表示しております。 

(4) 匿名組合出資金の会計処理 
   当社は匿名組合出資金の会計処理

を行うに際して、匿名組合の財産の
持分相当額を「営業投資有価証券」
「営業出資金」として計上しており
ます。匿名組合の出資時に「営業投
資有価証券」「営業出資金」を計上
し、匿名組合が獲得した純利益の持
分相当額については、「売上高」に
計上するとともに同額を「営業投資
有価証券」「営業出資金」に加減し、
営業者からの出資金の払戻しにつ
いては「営業投資有価証券」「営業
出資金」を減額させております。な
お、匿名組合出資金は「営業投資有
価証券」または「営業出資金」とし
て流動資産の部に表示しておりま
す。 



 

－ 9 － 
 

（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) 

（追加情報） 
当社は、従来、投資銀行(マーチャントバンク)を標
榜し、投資事業を営んでおります。当社の事業のう
ち、将来性のある株式等を取得した後に、経営資源
の投入による支援を行うことでバリューアップを図
り、企業価値向上後の株式等の売却による営業収益
を獲得することを目的とするものがあります。 
また、当社の事業における営業投資は、直接投資先
の株式等を取得する場合、当該目的会社への匿名組
合出資により行われる場合等、その形態は様々であ
り、その投融資の実態を明瞭に表示するため、当会
計期間より営業投資目的以外の「投資有価証券」「匿
名組合出資金」および「短期貸付金」とは区分して、
それぞれ「営業投資有価証券」及び「営業貸付金」
として流動資産の部にまとめて表示することにいた
しました。 
なおこの変更に伴い、前事業年度において投資その
他の資産の「関係会社株式」に含めて表示しており
ました株式の一部(15,000千円)を流動資産の「営業
投資有価証券」に含めて表示することに変更いたし
ました。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当会計期間から「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))および
「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)を適用しております。 
これにより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）「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年
法律第97号）により、証券取引法第2条第2項におい
て、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合へ
の出資を有価証券とみなすこととされたことに伴
い、匿名組合契約による出資金は、前期まで「匿名
組合出資金」として表示しておりましたが、当期よ
り「営業投資有価証券」または「有価証券」として
表示しております。なお、従来の匿名組合出資金は、
「営業投資有価証券」、「有価証券」にそれぞれ
3,674,298千円及び2,065,162千円含まれておりま
す。 

（2）「アミューズメント収益」「アミューズメント原
価」は事業区分を変更したことにより、「ホスピタ
リティ＆ウェルネス収益」「ホスピタリティ＆ウェ
ルネス原価」と表示しております。 
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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) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計は1,207,991千円で
あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計は1,279,557千円で
あります。 

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 1,166,491千円

建物 1,083,563 

土地 1,734,294  

計 3,984,348 
 

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。

営業投資有価証券 585,000千円

販売用不動産 1,687,220  

建物 1,029,666 

土地 1,734,294  

計 5,036,180 
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,670,000千円

１年以内返済予定長期借入金 206,868    

長期借入金 734,976 

計 2,611,844 
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,300,000千円

１年以内返済予定長期借入金 401,968  

長期借入金 1,291,633  

計 2,993,601  
 

※３ 会社が発行する株式 普通株式 124,000,000株

発行済株式総数 普通株式 35,465,398株
 

※３ 会社が発行する株式 普通株式 124,000,000株

発行済株式総数 普通株式 82,291,567株
 

※４ 自己株式の保有数 普通株式 49,427株

 ５  （配当制限） 
有価証券の時価評価により、純資産額が47,218千
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、配当に充当することが制限されており
ます。 

※４ 自己株式の保有数 普通株式 119,701株

５  （配当制限） 
有価証券の時価評価により、純資産額が275,783
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、配当に充当することが制限されており
ます。 

※６                    
 

 ※６ 営業投資有価証券、営業出資金及び営業貸付金 
の内訳 

【営業投資有価証券】 
                  （単位千円） 

 不動産フ

ァンド 

事業 

M&A事業 合計 

匿名組合出資金

（注） 

1,344,689 7,914,576 9,259,266

株式他 ― 1,259,540 1,259,540

合計 1,344,689 9,174,117 10,518,807

 （注）匿名組合出資金は証券取引法第２条第２項において、
有価証券とみなされる出資金であります。 

 
【営業出資金】 

（単位千円）

 不動産フ

ァンド 

事業 

M&A事業 合計 

匿名組合出資金 3,080,000 ― 3,080,000

株式他 ― 24,500 24,500

合計 3,080,000 24,500 3,104,500
 
【営業貸付金】 

（単位千円）

 不動産フ

ァンド 

事業 

M&A事業 合計 

貸付金 87,500 ― 87,500
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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 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次のとおりであります。 

役員報酬 46,000千円

租税公課 26,881 

支払手数料 22,893 

減価償却費 21,838 

旅費 16,857 

給料手当 16,445 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次のとおりであります。 

役員報酬 62,974千円

支払手数料 103,332 

租税公課 58,687 

旅費交通費 26,864 

給料手当 25,490 

報酬 22,191 
 

   なお、販売費及び一般管理費中の販売費と一般管
理費の割合は、おおよそ9：91であります。 

   なお、販売費及び一般管理費中の販売費と一般管
理費の割合は、おおよそ5：95であります。 

※２ 固定資産売却益の内容は下記のとおりでありま
す。 

建物 721千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は下記のとおりでありま
す。 

工具器具備品 10千円
 

※３ 固定資産除売却損の内容は下記のとおりでありま
す。 

建物 80千円

構築物 281 

機械装置 58 
 

※３ 固定資産除売却損の内容は下記のとおりでありま
す。 

機械装置 135千円

工具器具備品 41 
 

 

(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) 

     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・リース取引は重要性が低いため、
注記を省略しております。 

 
 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

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） 

機械装置及び運搬具 109,771 13,721 96,049 

合計 109,771 13,721 96,049 

        (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み 

法により算出しております。 

（２）未経過リース料期末残高相当額 

       １年内     18,295 千円 
       １年超     77,754 千円  
        合計      96,049 千円 
        (注) 未経過リース料期末残高相当は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、 
支払利子込み法により算出しております。 

（３）支払いリース料及び減価償却費相当額 

            支払リース料     13,721 千円 
            減価償却費相当額   13,721 千円 

（４）減価償却費相当額お算定方法 

            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。 
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(有価証券関係) 

前会計期間末 （平成 17 年３月 31 日） 

  子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当会計期間末 （平成 18 年３月 31 日） 

子会社株式およ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) 

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 

 

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) 

繰延税金資産 

未払事業税否認 30,600千円

未払事業所税否認 461 

その他 132 

繰延税金資産小計 31,194 

評価性引当額 ― 

繰延税金資産合計 31,194 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △786,589 

  匿名組合出資分配損 △26,097 

  その他有価証券評価差額金 △32,219 

繰延税金負債合計 △844,907 

繰延税金負債の純額 △813,712千円

  

繰延税金資産 

未払事業税否認 56,954千円
営業投資有価証券評価損否認 17,234 
繰延ヘッジ損失否認 10,255 
その他 50 

繰延税金資産小計 84,495 

評価性引当額 ― 

繰延税金資産合計 84,495 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △777,984 

  その他有価証券評価差額金 △188,226 
繰延税金負債合計 △966,170 

繰延税金負債の純額 △881,674千円

  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

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) 

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100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。 

同左 
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(１株当たり情報) 
 

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) 

１株当たり純資産額 178円57銭
 

１株当たり純資産額 132円16銭
 

１株当たり当期純利益 18円31銭
 

１株当たり当期純利益 15円28銭
 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

15円14銭
 

 
平成16年６月１日付で当社普通株式を、発行価格１株
につき70円で当社株主に対してその所有する株式１
株の割合をもって割当ました。当事業年度の１株当た
り当期純利益は、有償株主割当による新株式の発行が
期首に行われたものとして算出されております。 
当該有償株主割当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株当たり情報はそれぞれ
次の通りとなります。 
 

前 事 業 年 度 

1 株当たり純資産額 
135 円 74 銭 

1 株当たり当期純利益 

18 円 94 銭 

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、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。 

 

 
平成17年11月21日付で当社普通株式を、１：２の割合
で株式分割いたしました。 
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株当たり情報は次の通りとな
ります。 

 
前 事 業 年 度 

1 株当たり純資産額 
89 円 28 銭 

1 株当たり当期純利益 

9 円 15 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

―   
 

(注) １ １株当たり情報の計算については、自己株式数を控除して算出しております。 
２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当期純利益(千円) 609,572 1,238,755

普通株主に帰属しない金額(千円) 21,300 49,500

（内利益処分による役員賞預金） （21,300） （49,500）

普通株式に係る当期純利益(千円) 588,272 1,189,255

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,136 77,823

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（新株予約権の
数566個） 
株主総会の決議日 
 平成16年６月25日 

新株予約権（新株予約権の
数571個） 
株主総会の決議日 
 平成17年６月24日 
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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) 

     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。 


