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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                                     （記載金額は百万円未満を切捨表示しております。） 

 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 

6,278 

5,320 

（ 18.0 ）

（ 23.1 ）

770

566

（  36.0 ）

（  36.5 ）

766 

553 

（  38.5 ）

（  35.9 ）

  

 当期純利益 
1 株 当 た り 

当期純利益 

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

   百万円    ％   円   銭     円   銭 ％ ％ ％

18 年３月期 

17 年３月期 

427 

334 

（  27.8 ）

（△27.0 ）

11,130

56,077

86

00

10,946

54,798

17 

69 

17.5

21.1

 

 

12.8 

12.6 

 

 

12.2

10.4

（注）１．期中平均株式数        18 年３月期 36,609.3 株       17 年３月期  5,555.7 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、対前期増減率であります。 

   ４．当社は、平成 17 年５月 20 日に株式１株につき６株の株式分割を実施しております。 

             

（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 

4,000 

20,000 

00 

00 

0 

0 

00

00

4,000

20,000

00

00

147

119

35.9 

35.7 

 

 

5.7

5.3

（注）18 年３月期期末配当金の内訳   普通配当  2,000   円  特別配当 2,000    円   

      17 年３月期期末配当金の内訳   普通配当 10,000 円  特別配当 8,000 円  記念配当 2,000 円 

 

（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 

7,080 

4,929 

 

 

2,618

2,258

 

 

37.0

45.8

 70,230

373,426

34 

67 

（注）１．期末発行済株式数     18 年３月期  36,999    株     17 年３月期  5,987.5 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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭    円 銭

中 間 期 

通  期 

3,306 

6,780 

 

 

237

400

141

238

0

－

00

－

－ 

4,000 

－ 

00 

－

4,000

－

00

（ 参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）   6,443 円 42 銭 
 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発表

日現在における仮定を前提としており、実際の業績は今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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１．財務諸表等 
（１）財務諸表 

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） 
比率 
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産  3,263,622 66.2 4,053,691 57.2 790,068 24.2

１．現金及び預金  1,441,355 1,485,313  

２．受取手形  88,350 41,220  

３．売掛金  1,517,114 2,188,618  

４．商品  41,116 52,642  

５．貯蔵品  1,592 3,854  

６．前渡金  25,720 9,562  

７．前払費用  58,725 48,000  

８．繰延税金資産  88,608 177,939  

９．その他  12,437 55,039  

貸倒引当金  △  11,400 △  8,500  

Ⅱ 固定資産  1,666,154 33.8 3,027,028 42.8 1,360,873 81.7

１．有形固定資産 ※１ 172,394 3.5 1,213,753 17.1 1,041,359 604.1

(1) 建物  13,346 6,140  

(2) 工具器具備品  159,047 102,391  

(3) 土地 ※２ － 629,890  

(4) 建設仮勘定  － 475,331  

２．無形固定資産  806,145 16.3 1,023,550 14.5 217,404 27.0

(1) ソフトウェア ※２ 573,889 848,578  

(2) ソフトウェア仮勘定  222,708 163,269  

(3) 電話加入権  9,547 9,547  

(4) その他  － 2,154  
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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） 
比率 
（％）

３．投資その他の資産  687,614 14.0 789,724 11.2 102,109 14.8

(1) 投資有価証券  72,073 94,065  

(2) 関係会社株式  30,000 30,000  

(3) 出資金  155 55  

(4) 破産更生債権等  28,073 25,500  

(5) 長期前払費用  73,646 60,926  

(6) 繰延税金資産  319,602 461,905  

(7) 長期性預金  52,800 －  

(8) 敷金保証金  119,942 118,596  

(9) 保険積立金  19,395 24,176  

貸倒引当金  △  28,073 △  25,500  

資産合計  4,929,777 100.0 7,080,719 100.0 2,150,942 43.6

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債  2,099,149 42.6 2,641,345 37.3 542,196 25.8

１．買掛金  347,356 258,016  

２．短期借入金  200,000 200,000  

３．１年内返済予定 
長期借入金 

※２ 229,830 281,180  

４．未払金  154,817 283,116  

５．未払法人税等  292,000 566,050  

６．未払消費税等  36,581 44,971  

７．未払費用  137,595 186,471  

８．前受金  7,661 15,205  

９．預り金  8,630 8,457  

10．前受収益  550,676 537,917  

11．賞与引当金  134,000 259,960  

Ⅱ 固定負債  571,866 11.6 1,820,885 25.7 1,249,019 218.4

１．長期借入金 ※２ 466,430 1,385,250  

２．退職給付引当金  105,436 118,400  

 ３．長期前受収益  － 317,234  

負債合計  2,671,015 54.2 4,462,231 63.0 1,791,216 67.1
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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） 
比率 
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 960,900 19.5 992,225 14.0 31,325 3.3

Ⅱ 資本剰余金  680,000 13.8 711,325 10.1 31,325 4.6

  資本準備金  680,000 711,325  

Ⅲ 利益剰余金  616,452 12.5 901,350 12.7 284,898 46.2

１．利益準備金  12,000 12,000  

２．任意積立金  150,000 300,000  

  別途積立金  150,000 300,000  

３．当期未処分利益  454,452 589,350  

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 1,409 0.0 13,586 0.2 12,177 863.8

資本合計  2,258,762 45.8 2,618,488 37.0 359,725 15.9

負債・資本合計  4,929,777 100.0 7,080,719 100.0 2,150,942 43.6
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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） 
比率 
（％）

Ⅰ 売上高  5,320,432 100.0 6,278,249 100.0 957,817 18.0

１．製品売上高  1,762,061 2,072,956  

２．顧客サービス売上高  2,195,962 3,039,070  

３．商品売上高  1,362,407 1,166,222  

Ⅱ 売上原価  2,957,323 55.6 3,541,676 56.4 584,353 19.8

１．製品売上原価  758,882 747,874  

２．顧客サービス売上原価  1,080,543 1,833,124  

３．商品売上原価  1,117,897 960,678  

売上総利益  2,363,109 44.4 2,736,573 43.6 373,463 15.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2 1,796,801 33.8 1,966,206 31.3 169,404 9.4

営業利益  566,307 10.6 770,366 12.3 204,059 36.0

Ⅳ 営業外収益  18,508 0.4 20,335 0.3 1,827 9.9

１．受取利息及び配当金 ※３ 4,643 5,792  

２．保険金収入  958 －  

３．賃貸収入  1,971 3,785  

４．保険解約益  － 7,307  

５．助成金収入  150 －  

６．経営指導料 ※３ 6,000 1,000  

７．その他  4,784 2,449  

Ⅴ 営業外費用  31,079 0.6 23,916 0.4 △   7,162 △23.0

１．支払利息  21,960 23,645  

２．新株発行費  9,119 －  

３．その他  － 271  

経常利益  553,735 10.4 766,785 12.2 213,049 38.5
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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）

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） 
比率 
（％）

Ⅵ 特別利益  13,073 0.2 － － △  13,073 －

投資有価証券売却益  13,073 －  

Ⅶ 特別損失  6,747 0.1 11,511 0.2 4,764 70.6

１．固定資産除却損 ※４ 244 31  

２．投資有価証券売却損  6,502 139  

３．臨時償却費 ※５ － 11,339  

税引前当期純利益  560,061 10.5 755,273 12.0 195,211 34.9

法人税、住民税及び 
事業税 

 393,488 7.4 567,643 9.0 174,155 44.3

法人税等調整額  △ 167,843  3.2 △ 239,888 3.8 △  72,044 42.9

当期純利益  334,417 6.3 427,518 6.8 93,101 27.8

前期繰越利益  120,035 161,832 41,797 34.8

当期未処分利益  454,452 589,350 134,898 29.7
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      ③ 利益処分計算書または利益処分案 

 
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月28日） 

当事業年度 
株主総会予定日 

（平成18年６月28日） 

区分   金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 454,452  589,350

Ⅱ 利益処分額  

１．配当金  119,750 147,996 

２．役員賞与金 22,870 20,025 

（うち監査役賞与金） （ 1,720） （ 1,720）

３．任意積立金  

別途積立金 150,000 292,620 － 168,021

Ⅲ 次期繰越利益 161,832  421,329

  

 

１株当たり配当金の内訳 

前事業年度 当事業年度  

年間 中間 期末 年間 中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

普通株式 

（内訳） 

普通配当 

特別配当 

記念配当 

20,000

10,000

 8,000

2,000

00 

 

00 

00 

00 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

20,000

10,000

 8,000

2,000

00 

 

00 

00 

00 

4,000

2,000

2,000

－

00

 

00

00

－

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

4,000

2,000

2,000

－

00

 

00

00

－
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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）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（１）子会社株式 

同左 

（２）その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）  

（２）その他有価証券 

イ．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 

ロ．時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ロ．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）商品 

総平均法による原価法 

（２）貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法 

（１）商品 

同左 

（２）貯蔵品 

同左 

（１）有形固定資産 

定率法 

     なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

   建    物    10年～15年 

工具器具備品    ４年～15年 

（１）有形固定資産 

 同左 

（２）無形固定資産 

イ．市場販売目的のソフトウェア 

販売開始後３年以内の見込販

売収益に基づく減価償却額と残

存有効期間に基づく均等配分額

を比較し、いずれか大きい額を計

上しております。 

（２）無形固定資産 

イ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

ロ．自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっており

ます。 

 ロ．自社利用のソフトウェア 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 

（３）長期前払費用 

    均等償却によっております。 

（３）長期前払費用 

同左 

４．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。 

― 

５．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失

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

回収可能性を検討し回収不能見込

額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同左 
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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） 

（２）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当期

負担額を見積計上しております。

（２）賞与引当金 

同左 

５．引当金の計上基準 

（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

付債務および年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

率法により、翌事業年度より費用

処理しております。 

（３）退職給付引当金 

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 

（１）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては、特例処

理によっております。 

― 

 

（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 

 

（３）ヘッジ方針 

社長の稟議決裁に基づき、ヘッ

ジ対象に係る金利変動リスクを一

定の範囲内でヘッジしておりま

す。 

 

７．ヘッジ会計の方法 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の適用要件を満たして

いるため、有効性の評価は省略し

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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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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。 

 

   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） 

― （連結損益計算書） 

 営業外収益の「保険金収入」および「助成金収入」

は、前事業年度まで区分掲記しておりましたが、金額

の重要性が低いため、当事業年度から営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「保険金収入」は34千円、「助

成金収入」は288千円であります。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

53,376千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

126,442千円 

※２．担保に供している資産およびこれに対応する債務

当社開発ソフトウェアにかかる著作権を担保（譲渡

担保）とした長期借入金80,800千円（うち１年内返済

予定長期借入金19,200千円）の融資を受けております。

※２．担保に供している資産およびこれに対応する債務

 （担保に供している資産） 

 土   地        629,890千円 

 （上記に対する債務） 

   １年内返済予定長期借入金  93,300千円 

長期借入金       1,106,700   

  計         1,200,000 

なお、上記のほか当社開発ソフトウェアにかかる著

作権を担保（譲渡担保）とした長期借入金61,600千円

（うち１年内返済予定長期借入金19,200千円）の融資

を受けております。 

※３．授権株式数及び発行済株式総数 

    授権株式数       普通株式  20,000株 

    発行済株式の総数   普通株式  5,987.5株 

※３．授権株式数及び発行済株式総数 

    授権株式数       普通株式  100,000株 

    発行済株式の総数    普通株式  36,999株 
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前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日） 

 ４．平成14年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております。 

   資本準備金           420,810千円 

   利益準備金            14,200     

        計              435,010 

 ４．         ― 

 ５．商法施行規則第124条第３号に規定する配当制限

額 

   資産の時価評価により増加した純資産額  

                                        1,409千円 

 ５．商法施行規則第124条第３号に規定する配当制限

額 

   資産の時価評価により増加した純資産額  

13,586千円
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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．販売費及び一般管理費のおおよその割合は次のと

おりであります。 

   販売費                           58％ 

   一般管理費                         42％ 

なお、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             80,398千円 

給与手当            468,778 

   賞与               99,929 

賞与引当金繰入額         46,452 

   退職給付費用           16,484 

   法定福利費            79,999 

地代家賃            113,335 

   リース料             84,000 

   研究開発費           205,223 

   減価償却費            25,900 

   貸倒引当金繰入額          5,143 

※１．販売費及び一般管理費のおおよその割合は次のと

おりであります。 

   販売費                           55％ 

   一般管理費                         48％ 

なお、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             85,410千円 

給与手当            507,601 

   賞与               51,153 

賞与引当金繰入額         87,972 

   退職給付費用           16,498 

   法定福利費            85,028 

地代家賃            120,450 

   リース料             59,519 

   研究開発費           355,753 

   減価償却費             4,418 

   貸倒引当金繰入額          2,940 

※２．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費の総額は205,223

千円であります。 

※２．研究開発費の総額 

  一般管理費に含まれる研究開発費の総額は355,753

千円であります。 

※３．関係会社に係る営業外収益は次のとおりでありま

す｡ 

   受取配当金            3,000千円 

   経営指導料             6,000 

※３．関係会社に係る営業外収益は次のとおりでありま

す｡ 

   受取配当金            5,000千円 

   経営指導料             1,000 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります｡ 

   建物                244千円 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります｡ 

   工具器具備品                31千円 

※５．         ― ※５．臨時償却費は、平成18年５月完成予定の当社新社

屋への移転に際して除却が予定されている有形固定

資産について実施したものであります。 
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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以

外のファイナンス・リース取引 

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） 

建物 16,712 12,848 3,864

工具器具備品 371,846 224,975 146,871

ソフトウェア 100,139 7,416 92,723

合計 488,698 245,239 243,459

 

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） 

建物 9,483 7,903 1,580

工具器具備品 828,207 289,711 538,496

ソフトウェア 564,976 89,763 475,213

合計 1,402,667 387,377 1,015,289

 

２．未経過リース料期末残高相当額 
     

１年内 104,082 千円 

１年超 142,450  

合計 246,532  
 

２．未経過リース料期末残高相当額 
     

１年内 281,945 千円 

１年超 740,612  

合計 1,022,557  
 

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 116,104 千円 

減価償却費相当額 111,225  

支払利息相当額 3,822  
 

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 269,759 千円 

減価償却費相当額 259,610  

支払利息相当額 14,343  
 

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 

 

 

（有価証券関係） 

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

１日 至 平成 18 年３月 31 日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 

  未払事業税           24,209千円 

賞与引当金           54,136 

貸倒引当金           11,883 

ソフトウェア         278,828 

   退職給付引当金         41,613 

その他               10,379  

繰延税金資産小計         421,050 

   評価性引当額        △ 11,883  

  繰延税金資産合計         409,166 

繰延税金負債        

 その他有価証券評価差額金  △   955  

繰延税金負債合計       △   955  

繰延税金資産の純額        408,210 

繰延税金資産 

  未払事業税           41,692千円 

賞与引当金           105,023 

貸倒引当金            8,892 

ソフトウェア         423,164 

   退職給付引当金         47,833 

その他               31,339  

繰延税金資産小計         657,974 

   評価性引当額        △  8,892  

  繰延税金資産合計         649,054 

繰延税金負債        

 その他有価証券評価差額金  △  9,209  

繰延税金負債合計       △  9,209  

繰延税金資産の純額        639,844 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が、法定実効税率の100分の5以下であるた

め、記載を省略しております。 

  法定実行税率            40.4％ 

 （調整） 

  交際費等永久に損金に算入       0.3 

されない項目 

  受取配当金等永久に益金に算入    △0.3 

されない項目 

  住民税均等割             2.3 

  その他                0.7   

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.4 
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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                 373,426.67円 

１株当たり当期純利益金額        56,077.00円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額             54,798.69円 

 
１株当たり純資産額                  70,230.34円 

１株当たり当期純利益金額             11,130.86円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額             10,946.17円 

  

当社は、平成17年５月20日に１株につき６株の株式分

割を実施しております。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、以下のとおりであります。 

 １株当たり純資産額         62,237.78円 

 １株当たり当期純利益金額      9,346.17円 

 潜在株式調整後       

 １株当たり当期純利益金額      9,133.12円 

 

（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、次のとおりであ

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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 334,417 427,518 

普通株主に帰属しない金額（千円） 22,870 20,025 

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） 22,870 20,025 

普通株式に係る当期純利益（千円） 311,547 407,493 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,555.7 36,609.3 

   

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） 129.6 617.7 

 （うち新株予約権）（株） 129.6 617.7 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

－ － 
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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） 

１.株式の分割 

 

 平成17年２月22日開催の取締役会において、平成17年

５月20日付をもって普通株式１株を６株に分割すること

を決議しております。 

① 分割により増加する株式数 

  普通株式   29,937.5株 

② 分割方法 

    平成17年３月31日最終の株主名簿および実質株主

名簿に記載または記録された株主、並びに端株原簿

に記載または記録された端株主の所有株式数を、１

株につき６株の割合をもって分割する。 

③ 配当起算日 

    平成17年４月１日 

  

  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株当たり情報および当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

  28,674.82円

 

１株当たり当期純利益金

額 

     14,092.30円

 

１株当たり純資産額 

      62,237.78円

 

１株当たり当期純利益金

額 

      9,346.17円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

      9,133.12円

 

― 
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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） 

２.重要な設備投資 

 
 当社は、平成17年６月15日開催の取締役会において、

本社社屋の建設およびこれに伴う土地を取得することを

決議しております。 

① 目的 

  当社の経営計画は、中長期的な業容拡大を見込んで

おり、これに伴い人員も増加する計画であります。現

在、本社が入居しているビルは既に手狭となっている

ことから、翌期以降の業務運営に支障を来すことが想

定されるため、円滑な業務推進を目的として本社社屋

を建設するものであります。 

  なお、現在本社が入居しているビル賃借料等の費用

および人員増加分を他所で新たに賃借する費用の総計

と本社社屋を建設した場合に要する総費用を比較すれ

ば、このまま賃借を続けるよりも本社社屋を建設した

ほうが、向こう５年間で約１億５千万円の費用が削減

される試算結果となっております。 

 

② 設備投資の内容 

建設地 岩手県盛岡市中川町35街区1－1区画 

 土地面積       2,996.86㎡ 

 建物延床面積     8,090.00㎡ 

 取得価額（土地代含む）1,923百万円 

 設備の導入時期 

  土地取得時期   平成17年７月 

  建設着工時期   平成17年８月 

  竣工時期     平成18年５月 

 

③ 資金調達方法 

 自己資金および借入金 

― 
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２．役員の異動 
 

役職の異動（平成 18 年４月１日付） 

代表取締役社長兼任開発本部長   南 舘 伸 和（現 代表取締役社長） 

取締役 第二営業本部長       日野澤英次（現 取締役  開発本部長） 

取締役 第一営業本部長       伊藤  保（現 取締役  営業本部長） 

  

なお、当該役職の異動は、平成 18 年２月 27 日付当社「組織変更および人事異動に関するお知らせ」におい

て、開示済であります。 
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