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平成 18 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要          平成18年５月16日 

上 場 会 社 名 株式会社フォーバルクリエーティブ 上場取引所 大阪証券取引所ヘラクレス市場 

コ ー ド 番 号 ２７２４ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.forval-c.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長  氏名 浦野 義朗 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役管理本部長 氏名 阪野 保雄 ＴＥＬ (03)5797－0040 

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27日         定時株主総会開催日 平成18年６月24日 

単元株制度採用の有無 無 

 

１ 18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）   

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

1,784 （△15.4）

2,108 （ 15.1）

百万円   ％

△147 （ － ）

△ 15 （ － ）

百万円   ％

△139 （ － ）

△ 10 （ － ）

 

 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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

△146 （ － ） 

△ 14 （ － ） 

円  銭

△18,264.96

△ 1,769.74

円  銭

－ 

－ 

％

△14.0 

△ 1.3 

％ 

△10.7  

△0.7  

％

△7.8 

△0.5 

(注)①期中平均株式数      18年３月期    8,031株   17年３月期    8,000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 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭

1,000.00 

1,000.00 

円  銭 

0.00  

0.00  

円  銭

1,000.00 

1,000.00 

百万円

8   

8   

％ 

－  

－  

％

0.8 

0.7 

 

(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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

1,233       

1,533       

百万円

961      

1,127      

％ 

77.9   

73.5   

円   銭

119,482.29 

140,935.81 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期     8,046 株   17年３月期    8,002 株 

②期末自己株式数    18年３月期     － 株   17年３月期      － 株 

 

２ 19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

1,026  

2,200  

百万円

△12 

21 

百万円

△12 

21 

円 銭

－ 

――― 

円 銭 

――― 
1,000.00 

円 銭

――― 

1,000.00

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 2,634円85銭 

 

 

 ※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、実際の業績は、市

場環境、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因によって予想数値と異なる場合があります。 



 

- 2 - 

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 

区分 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 207,902  120,903  △  86,999 

2. 受取手形 1,875  1,486  △    389 

3. 売掛金     ※1 493,997  361,670    △ 132,327 

4. 有価証券 294,178  329,078  34,900 

5. 商品 82,941  103,734  20,793 

6. 貯蔵品 7,102  3,064  △  4,038 

7. 前渡金 33,423  34,179    756 

8. 前払費用 7,999  10,753  2,754 

9. 繰延税金資産 24,308  684  △  23,624 

10.関係会社貸付金 －  9,000  9,000 

11.未収入金 12,366  12,911  545 

12.その他 －  5,348  5,348 

流動資産合計 1,166,096 76.0 992,815 80.5 △ 173,281 

      

Ⅱ 固定資産      

1. 有形固定資産  ※2      

(1) 建物 10,218  15,323  5,105 

(2) 器具備品 23,132  21,042  △   2,090 

有形固定資産合計 33,350 2.2 36,366 3.0   3,015 

2. 無形固定資産      

(1) 特許権 382  322  △     60 

(2) ソフトウェア 20,891  18,929  △   1,962 

(3) 電話加入権 1,987  1,987  － 

無形固定資産合計 23,260 1.5 21,238 1.7 △   2,022 

3. 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 200,764  58,735  △ 142,029 

(2) 関係会社株式 －  80,000  80,000 

(3) 長期前払費用 9,936  5,806  △   4,130 

(4) 繰延税金資産 69,161  9,098  △  60,063 

(5) 差入保証金 31,344  29,338  △   2,006 

投資その他の資産合計 311,206 20.3 182,979 14.8 △ 128,227 

固定資産合計 367,817 24.0 240,584 19.5 △ 127,233 

資産合計 1,533,914 100.0 1,233,399 100.0 △ 300,514 
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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 

区分 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 326,693  211,845  △ 114,848 

2. 未払金 24,487  32,268  7,781 

3. 未払費用 9,590  8,593  △   997 

4. 未払法人税等 1,971  1,076  △    895 

5. 未払消費税等 28,185  －  △ 28,185 

6. 前受金 565  1,229  664 

7. 預り金 1,648  2,820  1,171 

8. その他 －  382  382 

流動負債合計 393,141 25.6 258,216 20.9 △ 134,925 

      

Ⅱ 固定負債      

1. 退職給付引当金 13,004  13,829  825 

固定負債合計 13,004 0.9 13,829 1.2 825 

負債合計 406,145 26.5 272,045 22.1 △ 134,100 

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金      ※3 439,408 28.6 441,990 35.8 2,582 

Ⅱ 資本剰余金      

1. 資本準備金 131,708  134,290  2,582 

資本剰余金合計 131,708 8.6 134,290 10.9 2,582 

Ⅲ 利益剰余金      

1. 利益準備金 25,900  25,900  － 

2. 任意積立金      

(1) 別途積立金 450,000  450,000  － 

3. 当期未処分利益又は 

  当期未処理損失（△） 
95,590  △ 59,097  △  154,687 

利益剰余金合計 571,490 37.3 416,802 33.8 △ 154,687 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 △ 14,837 △1.0 △ 31,729 △2.6 △   16,892 

資本合計 1,127,768 73.5 961,354 77.9 △  166,413 

負債及び資本合計 1,533,914 100.0 1,233,399 100.0 △  300,515 
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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 

区分 金額 百分比 金額 百分比 金額 

   ％   ％  

Ⅰ 売上高        

 1.ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｾｰﾙｽ売上高  1,065,942   884,886    

2.ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ売上高 1,042,305 2,108,248 100.0 899,430 1,784,316 100.0 △323,932 

Ⅱ 売上原価        

1. ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｾｰﾙｽ売上原価        

商品期首たな卸高 62,932   70,191    

   当期商品仕入高 874,310   764,011    

合計 937,243   834,202    

その他経費 82   －    

他勘定振替高 ※1 690   －    

商品期末たな卸高 70,191 866,444  92,034 742,168   

2. ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ売上原価        

商品期首たな卸高 72,070   12,750    

   当期商品仕入高 638,852   635,782    

合計 710,923   648,532    

外注費 2,240   1,302    

その他経費 104,541   122,282    

他勘定振替高 ※2   37    

商品期末たな卸高 

－ 

12,750 804,954  11,700 760,379   

売上原価合計  1,671,398 79.3  1,502,547 84.2 △168,851 

売上総利益  436,849 20.7  281,769 15.8 △155,080 

Ⅲ 販売費及び一般管理費※3  452,199 21.4  429,484 24.1 △22,715 

営業損失   15,349 △0.7  147,715 △8.3   132,366 

Ⅳ 営業外収益        

1. 受取利息 17   96    

2. 有価証券利息 2,293   7,830    

3. 受取配当金 1,072   487    

4. 仕入割引 253   －    

5. 事務所移転費用補填金 7,308   －    

6. その他 4 10,950 0.5 224 8,638 0.5 △2,312 

Ⅴ 営業外費用        

1. 支払利息 －   19    

2. 為替差損 6,177 6,177 0.3 295 314 0.0 △5,863 

経常損失  10,577 △0.5  139,392 △7.8  128,815 

Ⅵ 特別利益        

1. 投資有価証券売却益 － －  90,219 90,219 5.1 90,219 

Ⅶ 特別損失        

1. 固定資産除却損※4 13,848   7,918    

2. たな卸資産廃棄損 －   2,126    

3. 特定商品取扱中止損※5 － 13,848 0.7 12,651 22,695 1.3 8,846 
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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) 

増 減 

区分 金額 百分比 金額 百分比 金額 

税引前当期純損失  24,425 △1.2  71,867 △4.0 △47,442 

法人税､住民税及び事業税 1,067   1,310    

過年度法人税等戻入額 5,963   －    

法人税等調整額 △ 5,371 △10,267 △0.5 73,507 74,818 △4.2 △85,085 

当期純損失  14,157 △0.7  146,685 △8.2 △132,528 

前期繰越利益  109,748   87,588  △22,160 

当期未処分利益又は 

当期未処理損失（△）
 95,590   △59,097  △154,687 
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（3）キャッシュ･フロー計算書 
                                                          （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) 

区分 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失 △24,425 

減価償却費 25,261 

退職給付引当金の増加額 1,731 

受取利息及び受取配当金 △1,089 

有価証券利息 △2,293 

固定資産除却損 13,848 

売上債権の増加額 △32,987 

たな卸資産の減少額 49,418 

仕入債務の減少額 △61,888 

その他 △7,503 

     小計 △39,928 

利息及び配当金の受取額 3,383 

法人税等の支払額 △39,245 

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,790 

Ⅱ 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 △25,729 

      無形固定資産の取得による支出 △5,668 

   保証金の差入による支出 △31,344 

   保証金の返戻による収入 40,607 

   その他 △5,110 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △27,244 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   株式の発行による収入 316 

      配当金の支払額 △19,925 

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,609 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,647 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △117,996 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 620,077 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高    ※1 502,081 

（注）当事業年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、個別キャッシュ・フロー計算書は記載しており

ません。 
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（4）利益処分案 
（単位：千円） 

 
 

前事業年度 
（平成17年 6月25日) 

区分 金額 

 

    

Ⅰ 当期未処分利益  95,590  

Ⅱ 利益処分額    

1. 配当金 8,002 8,002  

Ⅲ 次期繰越利益  87,588  

    
 

（注）日付は、株主総会承認日であります。 

 

（単位：千円） 

 

 
当事業年度 

（平成18年 6月24日) 
 

区分 金額 

   

 

Ⅰ 当期未処理損失  59,097 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

    別途積立金取崩額 200,000 200,000 

       計  140,902 

Ⅲ 利益処分額   

1. 配当金 8,046 8,046 

Ⅳ 次期繰越利益  132,856 

   

（注）日付は、株主総会承認予定日であります。 
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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）－ 

 

 

 

（2）その他有価証券 

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）を採用しております。 

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。 

 

（1）子会社株式 

      移動平均法による原価法を採用 

しております。 

 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

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 

商品及び貯蔵品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 

商品及び貯蔵品 

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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物     1５年 

器具備品   ３年～ ５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）、販売目的のソフトウェア

については、販売可能な見込有効期

間（３年）に基づいております。 

 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、為替差額

は損益として処理しております。 

 

同左 

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。 

 

（2）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。 

 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

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） 

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 

７．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。 

 

― 

８. その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

 

消費税等の会計処理 

   同左 

 

 

 

会計方針の変更 

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))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） 

(損益計算書) 

前事業年度まで独立事業として区分しておりました

教育事業は、当事業年度より教育運営を外部委託とし、

売上規模が縮小したため、サポートサービス事業に含め

ております。 

なお、教育事業の当期売上高は52,691千円、外注費は、

1,400千円、その他経費は32,354千円であります。 

 
 
― 
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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） 

 （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2,286千円増加し、営

業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ2,286

千円増加しております。 

 

― 
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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. ― 

 

※２.有形固定資産の減価償却累計額 

 42,621千円 

※３.会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式の総数  

 普通株式   28,000株 

発行済株式の総数    

 普通株式    8,002株 

※１.関係会社に対する債権 

    売掛金             20,936千円 

※２.有形固定資産の減価償却累計額 

 54,185千円 

※３.会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式の総数  

 普通株式   28,000株 

発行済株式の総数    

 普通株式    8,046株 

 

（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.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

販売促進費            572千円 

その他            117千円 

合計             690千円 

※１. ― 

 

 

 

 ※２. ― ※２.他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

情報処理費             37千円  

※３.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※３.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 14,387千円   

運賃荷造費 2,000千円   

役員報酬 50,379千円   

給与 175,865千円   

人材派遣費 8,634千円   

退職給付費用 6,070千円   

法定福利費 23,219千円   

旅費交通費 5,520千円   

通信費 10,426千円   

諸手数料 16,074千円   

減価償却費 18,204千円   

地代家賃 41,720千円   

賃借料 1,613千円   

情報処理費 7,934千円   

業務委託費 27,823千円   
  

 
広告宣伝費 12,142千円 

運賃荷造費 2,233千円 

役員報酬 52,199千円 

給与 159,914千円 

人材派遣費 15,349千円 

退職給付費用 4,093千円 

法定福利費 23,725千円 

旅費交通費 2,882千円 

通信費 10,694千円 

諸手数料 26,560千円 

減価償却費 17,686千円 

地代家賃 25,794千円 

賃借料 1,271千円 

情報処理費 9,613千円 

業務委託費 20,926千円 
  

  ※４.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    建物      11,923千円 

       原状回復費用    1,625千円 

 

 ※４. 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

    建物       7,803千円 

     器具備品         114千円 

   合計      7,918千円 

 

※５. ― 

 

 

 

※５.特定商品取扱中止損 

    当社が販売しておりました一部商品の取り扱い

を中止したことに伴い、同商品の仕入先への前渡

金残高を取り崩したものであります。 

 



 

-    - 12

（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） 

※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 207,902千円 

有価証券勘定 294,178千円 

現金及び現金同等物 502,081千円 
  
 

 

（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） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 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 3,016 452 2,563 

合計 3,016 452 2,563 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

    １年内                         576千円 

    １年超                       2,020千円 

    合計                        2,596千円 

（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                 494千円 

       減価償却費相当額              452千円 

       支払利息相当額                  74千円 

（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。 

（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。  

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 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 3,016 1,056 1,960 

合計 3,016 1,056 1,960 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

    １年内                         597千円 

    １年超                       1,422千円 

    合計                        2,020千円 

（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                 658千円 

       減価償却費相当額              603千円 

       支払利息相当額                  82千円 

（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。 

（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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（有価証券関係） 

前事業年度末（平成17年3月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円） 

(1) 株式 107,465 147,069 39,604

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3) その他 － － －

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

小計 107,465 147,069 39,604

(1) 株式 － － －

(2）債券  

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3) その他 － － －

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

小計 － － －

合計 107,465 147,069 39,604

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行なってお

ります。 

 

２．売却したその他有価証券 

  該当事項はありません。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 53,695 

Money Market Funds 294,178 

 

 

当事業年度末（平成18年3月31日現在） 

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。 
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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） 

(1) 取引の内容 

為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為

替予約取引等を行うことがあります。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替相場の変動等に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸

入取引により発生する為替相場のリスクを回避する

目的で利用することにしております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

当期においては、デリバティブ取引を全く行って

おりません。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

先物為替予約取引は契約内容等について担当役員

の承認を受けた後、経理部が実行及び管理業務を行

うことにしております。経理部は月毎の定例取締役

会に先物為替予約取引を含んだ財務報告をすること

にしております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

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

 当期末に契約額等の残高がないため記載しており

ません。 

 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 前事業年度 
（平成17年3月31日現在） 

退職給付債務（千円） △ 13,004 

退職給付引当金（千円） △ 13,004 

 

３．退職給付費用に関する事項 

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

勤務費用（千円） 6,169 

退職給付費用（千円）  6,169 
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（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.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

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 456千円 

その他有価証券評価差額金 22,854千円 

その他 998千円 

繰延税金資産（流動）計 24,308千円 

  

  

  

繰延税金資産（固定）  

退職給付引当金 5,291千円 

投資有価証券評価損 51,401千円 

有形固定資産減価償却超過額 407千円 

無形固定資産減価償却超過額 6,911千円 

繰越欠損金 17,824千円 

繰延税金資産（固定）計 81,836千円 

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 12,674千円 

繰延税金資産（固定）の純額 69,161千円 
  

 
繰延税金資産（流動）  

未払事業税 273千円 

未払事業所税 410千円 

その他有価証券評価差額金 11,521千円 

繰延税金資産（流動）小計 12,205千円 

評価性引当額 △11,521千円 

繰延税金資産（流動）合計 648千円 

  

繰延税金資産（固定）  

有形固定資産減価償却超過額 229千円 

無形固定資産減価償却超過額 3,242千円 

投資有価証券評価損 27,807千円 

退職給付引当金 5,627千円 

繰越欠損金 74,463千円 

その他有価証券評価差額金 1,389千円 

繰延税金資産（固定）小計 112,760千円 

評価性引当額 △103,661千円 

繰延税金資産（固定）合計 9,098千円 

  
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

の間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

の間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記

を省略しております。 

  

 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   △1.1％

  評価性引当額              △142.3％

  その他                  △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率   △104.1％

 

 

 

（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） 

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。 
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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      140,935円81銭 １株当たり純資産額      119,482円29銭 

１株当たり当期純損失      1,769円74銭 １株当たり当期純損失      18,264円96銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失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)

1株当たり当期純損失   

当期純損失（千円）  14,157 146,685 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円）  14,157 146,685 

普通株式期中平均株式数（株） 8,000 8,031 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

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 

平成12年 8月 7日臨時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株引受権） 

普通株式 163株 

平成13年10月19日臨時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株引受権） 

普通株式  26株 

平成14年 6月27日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式 185株 

平成15年 6月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式 120株 

平成16年 6月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式  40株 

平成12年 8月 7日臨時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株引受権） 

普通株式 145株 

平成13年10月19日臨時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株引受権） 

普通株式  17株 

平成14年 6月27日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式 115株 

平成15年 6月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式  80株 

平成16年 6月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式  40株 
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役員の異動 

 （１）代表者の異動（平成18年６月24日付予定） 

新 任  金   住 治 （現 当社顧問） 

     退 任  浦 野 義 朗 （当社取締役就任予定） 

 

（２）その他の役員の異動（平成18年６月24日付予定） 

①新任取締役候補 

取締役  森 田 次 朗 （現 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 

 ＩＴマネジメントサービス事業部 

ビジネス基盤サービス部担当部長） 

 

取締役  春日原   森 （現 ジェネサス株式会社 代表取締役社長） 

 

取締役  ハーマン ササキ 稜恵 （現 伊藤忠商事株式会社 

 航空宇宙・電子部門 

情報セキュリティ担当部長） 

    

なお、平成18年６月24日開催予定の当社株主総会にて、定款一部変更により取締役の員数増員

が決議された場合を前提としております。 

 

②退任予定取締役 

     取締役  福 永 邦 彦 

      


