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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 18 日 

 

上 場 会 社 名        トランス･コスモス株式会社                        上 場 取 引 所  東  

コ ー ド 番 号         ９７１５                                            本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ  http:// www.trans-cosmos.co.jp） 
代  表  者 役職名  代表取締役社長兼ＣＯＯ  氏名 奥田 昌孝 
問合せ先責任者 役職名 執行役員経理財務本部長  氏名 荒木 正敏  ＴＥＬ(03)4363－1111 
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 18 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 30 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 100 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）金額は百万円未満を切捨て 

 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 

95,252   19.4 
79,798   22.1 

8,693   118.7
3,974   △6.9

8,697    28.2 
6,784    56.0 

 
 

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 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

4,707  50.6 
3,126  △7.0 

210.24
136.23

190.94
125.88

8.0 
5.3 

10.8  
8.9  

9.1 
8.5 

(注) ①期中平均株式数 18 年 3 月期 22,376,126 株    17 年 3 月期 22,926,257 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     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 

70.00
40.00

0.00
0.00

70.00
40.00

1,563 
910 

 33.3 
29.4 

2.7 
1.5 

 
(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 

77,253    
83,928    

56,919  
60,341  

73.7   
71.9   

2,548.17 
2,652.01 

(注) ①期末発行済株式数   18 年 3 月期  22,336,121 株 17 年 3 月期  22,751,968 株 
     ②期末自己株式数     18 年 3 月期   2,060,902 株 17 年 3 月期   1,645,055 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 

 50,000 
106,000 

 3,100
 8,900

 1,700
  5,000

0.00   
 ― 

   ― 
  40.00 

   ―
  40.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 111 円 93 銭 

 
 
 

平成 18 年２月 14 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２株の割合で株式分割しております。 

なお、１株当たり予想当期純利益(通期)は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。 

また、上記の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により

算出しております。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により､

実際の数値と異なる場合がありますのでご承知おきください。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 6ページをご参照ください。 



 

 29 

 

 

（１）比較貸借対照表 

 

個別財務諸表等  

前事業年度 当事業年度

(平成17年３月31日) (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
(％)

増減
(千円)

増減比
（％）

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１ 現金及び預金 ※１ 18,747,553 7,955,640 △10,791,913

２ 受取手形 40,737 25,087 △15,650

３ 売掛金 12,818,790 12,875,303 56,513

４ 営業投資有価証券 ― 11,529,042 11,529,042

５ 商品 67,885 11,055 △56,829

６ 仕掛品 88,981 134,624 45,643

７ 貯蔵品 4,001 5,172 1,171

８ 前渡金 46,909 91,308 44,399

９ 前払費用 383,166 525,060 141,893

10 繰延税金資産 2,218,612 ― △2,218,612

11 短期貸付金 ― 300,000 300,000

12 その他 590,677 620,640 29,962

13 貸倒引当金 △40,558 △33,923 6,635

　　流動資産合計 34,966,756 41.7 34,039,012 44.1 △927,743 △2.7

Ⅱ　固定資産

(1)　有形固定資産

１ 建物 2,269,590 1,565,569

減価償却累計額 902,249 1,367,340 674,788 890,780 △476,560

２ 構築物 152,477 332,944

減価償却累計額 93,655 58,822 53,324 279,619 220,797

３ 車両運搬具 7,126 3,734

減価償却累計額 6,714 411 3,531 203 △208

４ 工具器具備品 3,411,475 3,598,974

減価償却累計額 2,136,509 1,274,966 2,394,306 1,204,668 △70,298

５ 土地 1,219,509 564,092 △655,416

有形固定資産合計 3,921,050 4.7 2,939,363 3.8 △981,687 △25.0

(2)　無形固定資産

１ ソフトウェア 883,629 772,371 △111,258

２ 電話加入権 80,993 77,610 △3,383

３ 施設利用権 3,061 2,481 △580

無形固定資産合計 967,684 1.1 852,463 1.1 △115,221 △11.9

(3)　投資その他の資産

１ 投資有価証券 14,516,580 1,391,127 △13,125,453

２ 関係会社株式 24,111,379 26,427,645 2,316,266

３ 関係会社出資金 752,294 145,757 △606,537

４ 関係会社新株予約権 3,391 3,391 ― 

５ 関係会社長期貸付金 5,450,000 10,790,000 5,340,000

６ 破産更生債権等 80,333 81,685 1,352

７ 長期前払費用 86,324 188,094 101,769

８ 繰延税金資産 64,964 531,294 466,330

９ 関係会社長期未収入金 143,790 143,790 ― 

10 差入保証金 2,076,616 2,221,793 145,176

11 前払年金費用 455,430 434,501 △20,929

12 保険積立金 118,466 119,044 577

13 その他 38,278 411,472 373,193

14 貸倒引当金 △3,824,723 △3,466,701 358,021

投資その他の資産合計 44,073,128 52.5 39,422,896 51.0 △4,650,231 △10.6

　固定資産合計 48,961,864 58.3 43,214,723 55.9 △5,747,141 △11.7

　資産合計 83,928,620 100.0 77,253,735 100.0 △6,674,884 △8.0

対前年比
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前事業年度 当事業年度

(平成17年３月31日) (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
(％)

増減
(千円)

増減比
（％）

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 3,932,814 3,836,345 △96,469

２　一年内返済予定
　　長期借入金

― 2,000,000 2,000,000

３　未払金 1,347,126 2,382,055 1,034,929

４　未払費用 2,196,303 2,490,358 294,054

５　未払法人税等 321,281 210,694 △110,587

６　未払消費税等 865,072 651,990 △213,081

７　繰延税金負債 ― 248,337 248,337

８　前受金 192,193 221,335 29,142

９　預り金 539,866 596,523 56,657

10　賞与引当金 2,127,313 2,325,545 198,231

11　その他 19,393 166,891 147,497

　　流動負債合計 11,541,366 13.7 15,130,077 19.6 3,588,710 31.1

Ⅱ　固定負債

１　社債 10,000,000 5,171,000 △4,829,000

２　長期借入金 2,000,000 ― △2,000,000

３　預り保証金 38,716 11,200 △27,516

４　その他 7,105 22,309 15,203

　　固定負債合計 12,045,822 14.4 5,204,509 6.7 △6,841,313 △56.8

　　負債合計 23,587,188 28.1 20,334,586 26.3 △3,252,602 △13.8

(資本の部)

Ⅰ　資本金 29,065,968 34.6 29,065,968 37.6 ― ― 

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 15,069,145 15,069,145 ― 

２　その他資本剰余金

　(1)　資本金及び資本
　　 　準備金減少差益

7,597,056 7,597,056 ― 

　(2)　自己株式処分差益 ― 551,570 551,570

　　資本剰余金合計 22,666,201 27.0 23,217,772 30.1 551,570 2.4

Ⅲ　利益剰余金

　　当期未処分利益 5,776,040 9,570,420 3,794,379

　　利益剰余金合計 5,776,040 6.9 9,570,420 12.4 3,794,379 65.7

7,492,385 8.9 5,355,716 6.9 △2,136,668 △28.5

Ⅴ　自己株式 △4,659,165 △5.5 △10,290,728 △13.3 △5,631,563 ― 

　　資本合計 60,341,431 71.9 56,919,149 73.7 △3,422,282 △5.7

　　負債・資本合計 83,928,620 100.0 77,253,735 100.0 △6,674,884 △8.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金

対前年比
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（２）比較損益計算書 

 
前事業年度 当事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

(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
(％)

増減
(千円)

増減比
（％）

Ⅰ　売上高 79,798,355 100.0 95,252,274 100.0 15,453,919 19.4

Ⅱ　売上原価 63,182,188 79.2 70,804,047 74.3 7,621,858 12.1

　売上総利益 16,616,166 20.8 24,448,227 25.7 7,832,060 47.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 12,641,520 15.8 15,754,963 16.6 3,113,443 24.6

　営業利益 3,974,646 5.0 8,693,263 9.1 4,718,617 118.7

Ⅳ　営業外収益

１ 　受取利息 45,267 29,610

２ 　受取配当金 50,859 98,767

３ 　投資有価証券売却益 3,019,791 ― 

４ 　その他 136,909 3,252,827 4.1 116,750 245,127 0.3 △3,007,699 △92.5

Ⅴ　営業外費用

１ 　支払利息 36,044 26,207

２ 　社債発行費 65,571 ― 

３ 　為替差損 ― 62,377

４ 　たな卸資産処分損 ― 25,406

５ 　投資事業組合損失 225,079 ― 

６ 　その他 116,769 443,465 0.6 126,971 240,963 0.3 △202,502 △45.7

　経常利益 6,784,008 8.5 8,697,428 9.1 1,913,420 28.2

Ⅵ　特別利益

１ 　投資有価証券売却益 19,999 148,654

２ 　関係会社株式売却益 104 795,859

３ 　関係会社清算差益 32,972 1,088

４ 　貸倒引当金戻入益 ― 369,000

５ 　その他 60 53,137 0.1 228 1,314,830 1.4 1,261,692 ―

Ⅶ　特別損失

１ 　固定資産除却損 ※２ 101,289 136,561

２ 　投資有価証券売却損 1,800 ― 

３ 　投資有価証券評価損 149,605 ― 

４ 　貸倒引当金繰入額 1,007,574 ― 

５ 　関係会社株式評価損 559,753 726,719

６ 　固定資産減損損失 ※３ ― 870,403

７ 　ゴルフ会員権評価損 27,900 11,030

８ 　その他 76,616 1,924,539 2.4 70,429 1,815,144 1.9 △109,395 △5.7

税引前当期純利益 4,912,606 6.2 8,197,115 8.6 3,284,508 66.9

法人税、住民税
及び事業税

40,862 36,662

法人税等調整額 1,745,469 1,786,332 2.3 3,452,994 3,489,657 3.7 1,703,325 95.4

当期純利益 3,126,274 3.9 4,707,458 4.9 1,581,183 50.6

前期繰越利益 2,649,766 4,862,962 2,213,195

当期未処分利益 5,776,040 9,570,420 3,794,379

対前年比
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（３）比較利益処分案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度 当事業年度
(平成17年６月29日) (平成18年６月29日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 増減(千円)

Ⅰ　当期未処分利益 5,776,040 9,570,420 3,794,379

Ⅱ　利益処分額

　１　利益配当金 910,078 1,563,528 653,449

　２　取締役賞与金 3,000 913,078 3,000 1,566,528 ― 653,449

Ⅲ　次期繰越利益 4,862,962 8,003,891 3,140,929

 (注)　日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。

対前年比
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（４）重要な会計方針 
 

１．資産の評価基準及び評価方法  

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式･･･移動平均法に基づく原価法 

その他有価証券（営業投資有価証券を含む） 

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） 

時価のないもの････････････移動平均法に基づく原価法 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎

とし、収益及び費用の持分相当額を売上高及び売上原価にそれぞれ総額で

計上しております。 

（2）デリバティブ･･･････････････････時価法 

（3）たな卸資産 

商  品･･････････････････････総平均法に基づく原価法 

仕 掛 品･･････････････････････個別法に基づく原価法 

貯 蔵 品･･････････････････････ 終仕入原価法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産･････････････････････定率法によっております。 

ただし、平成 10 年 4月 1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。なお､コールセンター設備の一部（器

具備品等）については､経済的耐用年数（法定耐用年数の５割程度短縮）に

よる定額法を採用しております。 

(2)無形固定資産････････････････････定額法によっております。 

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金･･････････････････････債権の貸倒れに備えるため、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)賞与引当金･･････････････････････従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

(3)退職給付引当金･･････････････････従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

(５年)による定額法により費用処理することとしております。 

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

年数(５年)による定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理するこ

ととしております。 

 

４．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。 

 

５．ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法････････････････繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合には、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：金利スワップ取引、ヘッジ対象：借入金 

(3)ヘッジ方針･･････････････････････当社内規に基づき、金利の変動リスクをヘッジしております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法･･････････ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 

 

６．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･････････････････消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（会計方針の変更）  

 

１． 従来、インターネット系技術ベンチャーの評価及び開拓・育成ノウハウを当社事業の競争力の源泉として位置付

けておりましたが、平成 17 年 4月以降、当社からの投資についても主たる事業として組織的に明確化し、情報サー

ビス事業とのシナジー効果により、コーポレートベンチャーキャピタル事業として収益を追求する体制を強化した

ため、期首時点において、「投資有価証券」（投資その他の資産） 13,814,411 千円を「営業投資有価証券」（流

動資産）に、「繰延税金負債」（固定負債）4,941,452 千円を「繰延税金負債」（流動負債）に、それぞれ振替え

ております。これに伴い、当社のベンチャーキャピタル事業における有価証券売却に関する会計処理について、従

来、有価証券の売却損益を純額で営業外損益として計上しておりましたが、当事業年度より、有価証券の売却額を

売上高として総額で計上し、売却した有価証券の帳簿価額を売上原価として計上する方法に変更いたしました。こ

の結果、従来の方法によった場合に比べ、売上高が 6,149,077 千円、売上原価が 225,357 千円、売上総利益が 

5,923,720 千円、営業利益が 5,923,720 千円、それぞれ増加し、支払手数料（販売費及び一般管理費）が 10,959 千

円、投資有価証券売却益（営業外収益）が 5,915,153 千円、受取配当金（営業外収益）が 24,602 千円、投資事業

組合損失（営業外費用）が 6,218 千円、それぞれ減少しております。 

 

２． 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。これにより固定資産減損損失 870,403 千円を特別損失に

計上したため、税引前当期純利益は同額減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

 

（５）表示方法の変更 
営業外費用の「たな卸資産処分損」は前事業年度では営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度におい

て金額的重要性が増したため、区分掲記いたしました。 

なお、前事業年度の「たな卸資産処分損」は3,709千円であります。 

 

（６）注記事項 
 

（貸借対照表関係） 
 

前事業年度 当事業年度

(平成17年３月31日) (平成18年３月31日)

※１ 担保資産 ※１ 担保資産

銀行預金 1,000千円 銀行預金 1,000千円

　２ 保証債務 　２ 保証債務

ティーシーアイ・ビジネス・
サービス株式会社

959,000千円
ティーシーアイ・ビジネス・
サービス株式会社

839,000千円

計 959,000千円 計 839,000千円

大宇宙信息系統（上海）
有限公司

14,650千円

（RMB1,000千）
計 14,650千円

り円換算しております。

　３ 　３

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

10,000,000千円
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

10,000,000千円

借入実行残高 ―千円 借入実行残高 ―千円

　差引額 10,000,000千円 　差引額 10,000,000千円

取引保証の担保に供しているものは、次のとおりで
あります。

保証(関係会社からの預り債務に対する保証)

取引保証の担保に供しているものは、次のとおりで
あります。

保証(関係会社からの預り債務に対する保証)

保証(金融機関からの借入債務に対する保証)

当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　上記のうち外貨建のものは、決算日の為替相場によ
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（損益計算書関係） 

 

前事業年度 当事業年度
(自　平成16年４月１日

　至　平成17年３月31日)
(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

※１ ※１

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 292,778 千円 広告宣伝費 900,501 千円

給与手当 4,284,461 千円 役員報酬 264,016 千円

賞与 403,014 千円 給与手当 5,348,266 千円

法定福利費 637,907 千円 賞与 435,681 千円

賞与引当金繰入額 358,938 千円 法定福利費 796,374 千円

地代家賃 1,027,393 千円 賞与引当金繰入額 421,289 千円

減価償却費 585,588 千円 地代家賃 993,486 千円

求人費 1,029,024 千円 減価償却費 575,197 千円

業務委託手数料 781,488 千円 求人費 1,111,114 千円

貸倒引当金繰入額 85,980 千円 業務委託手数料 1,054,649 千円

貸倒引当金繰入額 15,827 千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 16,223 千円 建物 44,729 千円

工具器具備品 66,173 千円 車両運搬具 169 千円

ソフトウエア 18,892 千円 工具器具備品 36,351 千円

　　計 101,289 千円 ソフトウエア 55,310 千円

　　計 136,561 千円

※３ ※３ 固定資産減損損失

　当社は、以下の資産について減損損失を計上い

たしました。

生施設及び研究施設においては、稼働状況が著

し、当該減少額を固定資産減損損失（870,403

千円）として特別損失に計上いたしました。

　その内訳は、研修センター394,193千円(土地

しく悪化しており、また、地価も大幅に下落し

ているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

　当社は、管理会計区分ごとに資産のグルーピ

ングを行っております。グルーピングの単位で

ある各事業本部においては、減損の兆候はあり

ませんでしたが、上記の研修センター、福利厚

販売費に属する費用のおおよその割合は30％で
あり、一般管理費に属する費用のおおよその割
合は70％であります。

販売費に属する費用のおおよその割合は27％で
あり、一般管理費に属する費用のおおよその割
合は73％であります。

309,337千円、建物84,856千円)、福利厚生施設

円）、研究施設305,417千円（土地194,812千

円、建物110,605千円）であります。

170,792千円（土地118,743千円、建物52,049千

及び建物については、不動産鑑定評価により評

価しております。

　なお、本社を含むより大きな単位の回収可能

額は、正味売却価額により測定しており、土地

用　途 種　類 場　所

研修センター 土地及び建物 静岡県伊東市

福利厚生施設 土地及び建物 静岡県伊東市

研究施設 土地及び建物 和歌山県海南市
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（有価証券関係） 
 

   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） 

 

 

（リース取引関係） 
  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係） 
  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価

(千円)
差額

(千円)

(1)　子会社株式 968,531 2,826,930 1,858,398 

(2)　関連会社株式 3,462,496 4,418,508 956,011 

計 4,431,027 7,245,438 2,814,410 

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価

(千円)
差額

(千円)

子会社株式 968,531 2,273,835 1,305,303 

計 968,531 2,273,835 1,305,303 
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（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 

 

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 当事業年度

(平成17年3月31日) (平成18年3月31日)

(繰延税金資産)

　 賞与引当金 865,604千円 946,264千円

 　未払給与 8,138千円 20,345千円

 　未払事業税 116,275千円 71,430千円

　 関係会社株式評価損 1,207,916千円 1,500,394千円

　 ゴルフ会員権評価損 157,027千円 161,515千円

　 投資有価証券評価損 328,808千円 47,582千円

　 繰越欠損金 5,746,445千円 2,014,309千円

　 貸倒引当金 1,545,804千円 1,306,089千円

　 その他 300,152千円 655,508千円

　 小計 10,276,171千円 6,723,438千円

　 評価性引当額 △ 2,895,778千円 △ 2,796,039千円

　 　繰延税金資産小計 7,380,392千円 3,927,398千円

(繰延税金負債)

　 有価証券評価差額 5,096,816千円 3,644,440千円

　 　繰延税金負債小計 5,096,816千円 3,644,440千円

 繰延税金資産の純額 2,283,576千円 282,957千円

前事業年度 当事業年度

(平成17年3月31日) (平成18年3月31日)

 法定実効税率 40.69% 40.69%

(調整)

 交際費等永久に損金算入されない項目 2.92% 2.60%

 住民税均等割 0.73% 0.43%

 評価性引当額 △6.20% △1.22%

 その他 △1.78% 0.07%

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.36% 42.57%
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  役員の異動  

 
１．  代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

２． その他の役員の異動 （平成 18 年６月 29 日付予定） 
 

(1) 新任取締役候補 

    専務取締役       永倉 辰一  [現] 上席常務執行役員 

    取締役（社外取締役）  高尾 吉郎 

    取締役（社外取締役）  神山 陽子 

 

(2)  昇格予定取締役 

    取締役副社長      石見 浩一  [現] 専務取締役 

 

(3) 退任予定取締役 

    取締役副社長      松本 康樹  

 

(4) 新任監査役候補 

    監査役（非常勤監査役） 渡邉 和志 

    監査役（非常勤監査役） 中村 敏明 

 

(5)  退任予定監査役 

    監査役（非常勤監査役） 谷村 昌彦 

    監査役（非常勤監査役） 山本 勣 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


