
平成18年３月期 個別財務諸表の概要

  
平成18年５月19日

会　社　名　 ヒューマンホールディングス株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号　　２４１５ 本社所在都道府県 東京都

（ＵＲＬ　http://www.athuman.com/）

代　表　者　 役　 職 　名 代表取締役社長   

 氏　  　　名 佐藤　朋也   

問い合わせ先　責任者役職名 常務取締役総合企画担当   

 氏　  　　名 黒﨑　耕輔 ＴＥＬ　　（03）3345－8492（代表）

決算取締役会開催日 平成18年５月19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 無   

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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,818 ( △9.2 ) 1,051 (　6.3 ) 1,018 (　 5.7 )

17年３月期 2,002 (　 3.8 ) 988 (　13.1 ) 963 (　 9.8 )

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 913 (△0.8 ) 8,389.87 8,304.21 22.1 9.5 56.0

17年３月期 921 ( 30.1 ) 17,477.08 17,248.99 31.7 9.9 48.1

(注)①期中平均株式数 18年３月期       108,871株 17年３月期 52,710株

平成17年９月20日付で1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、期中平均株式数、１株当たり当期純利益
及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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。

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年３月期 2,500.00 ― 2,500.00 273 29.8 6.1

17年３月期 5,000.00 ― 5,000.00 271 28.6 7.1

(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 10,919 4,471 40.9 40,886.38

17年３月期 10,487 3,805 36.3 70,070.10

(注)①期末発行済株式数 18年３月期       109,352株 17年３月期 54,305株

②期末自己株式数 18年３月期 ―株 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）  

営業収益 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末  

百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 1,406 998 925 ― ― ―

通　期 1,992 1,037 948 ― 2,500.00 2,500.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 8,674円80銭

※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在における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、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の８ページをご

参照ください。



７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

第３期
（平成17年３月31日）

第４期
（平成18年３月31日）

対前年比

区　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   8,073,664   6,781,394   

２．前払費用   60,592   72,540   

３．繰延税金資産   9,035   7,801   

４．関係会社短期貸付金   ―   101,873   

５．未収入金   491   1,176   

６．未収還付法人税等   104,875   61,641   

７．その他   ―   130   

貸倒引当金   ―   △5,873   

流動資産合計   8,248,659 78.7  7,020,684 64.3 △1,227,975

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物   ―   2,016   

(2）構築物   117,470   95,627   

(3）工具、器具及び備品   2,976   2,349   

有形固定資産合計   120,446 1.1  99,993 0.9 △20,452

２．無形固定資産         

(1）借地権   19,500   19,500   

(2）商標権   49,718   44,501   

無形固定資産合計   69,218 0.7  64,001 0.6 △5,217

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   104,826   171,921   

(2）関係会社株式   1,475,674   2,619,064   

(3）その他の関係会社
有価証券

  396,000   349,060   

(4）関係会社長期貸付金   ―   522,000   

(5）長期前払費用   188   79   

(6）保険積立金   57,635   65,053   

(7）その他   14,400   7,947   

投資その他の資産合計   2,048,726 19.5  3,735,127 34.2 1,686,400

固定資産合計   2,238,391 21.3  3,899,121 35.7 1,660,730

資産合計   10,487,051 100.0  10,919,806 100.0 432,754
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第３期
（平成17年３月31日）

第４期
（平成18年３月31日）

対前年比

区　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．１年以内返済予定
長期借入金

  ―   333,200   

２．未払金 ※３  245,333   14,073   

３．未払費用   611   1,000   

４．未払消費税等   ―   8,308   

５．預り金 ※３  6,026,202   5,031,198   

６．賞与引当金   5,009   3,640   

流動負債合計   6,277,158 59.8  5,391,420 49.4 △885,737

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   ―   644,600   

２．繰延税金負債   311,094   293,525   

３．退職給付引当金   1,479   2,063   

４．役員退職慰労引当金   92,162   117,188   

固定負債合計   404,736 3.9  1,057,377 9.7 652,640

負債合計   6,681,894 63.7  6,448,798 59.1 △233,096

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,284,125 12.3  1,293,400 11.8 9,275

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  1,084,317   1,093,592    

資本剰余金合計   1,084,317 10.3  1,093,592 10.0 9,275

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  1,435,662   2,077,550    

利益剰余金合計   1,435,662 13.7  2,077,550 19.0 641,888

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,052 0.0  6,465 0.1 5,412

資本合計   3,805,157 36.3  4,471,008 40.9 665,851

負債・資本合計   10,487,051 100.0  10,919,806 100.0 432,754
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(2）損益計算書

  
第３期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益 ※１        

１．子会社配当金  875,500   810,800    

２．経営管理料  1,127,188 2,002,688 100.0 1,008,000 1,818,800 100.0 △183,888

Ⅱ　営業費用 ※２        

１．販売費及び一般管理費  1,013,754 1,013,754 50.6 767,130 767,130 42.2 △246,624

営業利益   988,934 49.4  1,051,669 57.8 62,735

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息 ※１ 3,823   12,221    

２．受取配当金  1   0    

３．投資有価証券評価益  ―   2,266    

４．その他  2,376 6,201 0.3 2,529 17,018 0.9 10,816

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息  5,454   2,963    

２．投資有価証券評価損  12,658   ―    

３．その他の関係会社
有価証券評価損

 ―   44,704    

４．新株発行費償却  13,691   ―    

５．その他  0 31,805 1.6 2,311 49,979 2.7 18,173

経常利益   963,330 48.1  1,018,708 56.0 55,377

Ⅴ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ ―   232    

２．投資有価証券評価損  ―   8,732    

３．関係会社株式評価損  ―   11,809    

４．貸倒引当金繰入額 ※４ ― ― ― 5,873 26,647 1.5 26,647

税引前当期純利益   963,330 48.1  992,060 54.5 28,729

法人税、住民税及び
事業税

 62,217   98,743    

法人税等調整額  △20,104 42,113 2.1 △20,096 78,646 4.3 36,533

当期純利益   921,217 46.0  913,413 50.2 △7,803

前期繰越利益   514,444   1,164,137  649,692

当期未処分利益   1,435,662   2,077,550  641,888
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(3）利益処分案

  
第３期

（平成17年３月期）
第４期

（平成18年３月期）
対前年比

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   1,435,662  2,077,550 641,888

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  271,525 271,525 273,380 273,380 1,855

Ⅲ　次期繰越利益   1,164,137  1,804,170 640,033
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重要な会計方針

項目
第３期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（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

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　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(証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合等の財産

の持分相当額を有価証券として計上し、

組合等の営業により獲得した損益の持

分相当額を損益として計上しておりま

す。

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2)その他有価証券

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。

　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(証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合等の財産

の持分相当額を有価証券として計上し、

組合等の営業により獲得した損益の持

分相当額を損益として計上しておりま

す。

(2)その他有価証券

同左

　

２．デリバディブ等の評価基準

及び評価方法

――――――――――

 

 

デリバディブ

　時価法

 

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。

構築物　　　　　　　　10～50年

工具、器具及び備品　　５～15年

(1)有形固定資産

　定率法を採用しております(但し、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を含む)は定額法によって

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　　　　　　　　　５～10年

構築物　　　　　　　　10～50年

工具、器具及び備品　　５～15年

 (2)無形固定資産

　定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

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．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、換算差額

は損益として処理しております。

同左
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項目
第３期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

――――――――――

(1)貸倒引当金

　貸付金の貸倒損失に備えるため、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

　従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。

 

(2)賞与引当金

同左

 (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及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしてお

ります。

(3)退職給付引当金

同左

 (4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に充てるため、

内規に基づく当事業年度末要支給額を

計上しております。

(4)役員退職慰労引当金

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

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

８．ヘッジ会計の方法 ――――――――――

 

(1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、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）  （ヘッジ対象）

金利スワップ  借入金の利息

 (3)ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性を判定することとしております。

　ただし、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているものについては、

有効性の評価を省略しております。
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項目
第３期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

９．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。

消費税等の会計処理

同左

　会計処理方法の変更

第３期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（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

第３期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

１．前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収還付法人税等」は、当事業年度にお

いて、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記い

たしました。

　なお、前事業年度末の「未収還付法人税等」は17,625

千円であります。

　

２．「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)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となること及び「金融商品会計に関する

実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２

月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券

取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)

を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。

　なお、当事業年度末の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は64,826千円であり、前事業年度末における

「出資金」に含まれている当該出資の額は54,111千円で

あります。

（貸借対照表）

　　前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「関係会社長期貸付金」は、当事

業年度において、資産の総額の100分の１を超えたため

区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度末の「関係会社長期貸付金」は5,369

千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第３期
（平成17年３月31日）

第４期
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

47,230（千円）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      72,283（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 205,000株

発行済株式総数　普通株式 54,305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        410,000株

発行済株式総数　普通株式     109,352株

※３　関係会社との取引に基づいて発生した債務が次のと

おり含まれております。

預り金 6,020,468（千円）

未払金 239,586（千円）

※３　関係会社との取引に基づいて発生した債務が次のと

おり含まれております。

預り金  5,024,643（千円）

　４　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,052千円で

あります。

　４　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は6,465千円で

あります。

（損益計算書関係）

第３期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（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。

営業収益（子会社配当金） 875,500（千円）

営業収益（経営管理料） 1,127,188（千円）

営業外収益（受取利息） 3,799（千円）

※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。

営業収益（子会社配当金）    810,800（千円）

営業収益（経営管理料）  1,008,000（千円）

営業外収益（受取利息）     12,214（千円）

※２　販売費及び一般管理費の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 374,617（千円）

役員報酬 226,855

従業員給与賞与 43,968

賞与引当金繰入額 5,009

顧問等手数料 56,303

減価償却費 37,447

退職給付費用 1,723

役員退職慰労引当金繰入額 31,652

管理業務委託料 53,561

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のと

おりであります。なお、全額が一般管理費に属するも

のであります。

広告宣伝費   154,604（千円）

役員報酬 217,762

従業員給与賞与 35,540

賞与引当金繰入額 3,640

顧問等手数料 53,697

減価償却費 30,860

退職給付費用 1,266

役員退職慰労引当金繰入額 30,869

管理業務委託料 50,421

※３　　　　　　―――――――――― ※３　固定資産除却損の内容

撤去費用等 232（千円）

※４　　　　　　―――――――――― ※４　関係会社貸付金に対する貸倒引当金繰入額でありま

す。

①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　第３期（平成17年３月31日）及び第４期（平成18年３月31日）における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。
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③　税効果会計

第３期
（平成17年３月31日）

第４期
（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

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額 6,730

賞与引当金 2,053

役員退職慰労引当金 37,786

退職給付引当金 606

その他 1,726

繰延税金資産合計 48,904

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △731

株式移転受入等 △350,231

繰延税金負債合計 △350,963

繰延税金負債の純額 △302,059

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 9,035

固定負債－繰延税金負債 △311,094

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 （千円）

未払事業税否認額 6,123

賞与引当金 1,492

貸倒引当金繰入超過額 2,408

投資有価証券評価損否認額 5,055

関係会社株式評価損否認額 4,842

役員退職慰労引当金 48,047

退職給付引当金 846

その他 185

繰延税金資産合計 69,000

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △4,492

株式移転受入等 △350,231

繰延税金負債合計 △354,724

繰延税金負債の純額 △285,723

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 7,801

固定負債－繰延税金負債 △293,525

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 41.0（％）

（調整）   

受取配当金の益金不算入 △37.3  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.4

 

住民税均等割 0.1  

その他 0.2  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
4.4

 

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 41.0（％）

（調整）   

受取配当金の益金不算入 △33.5  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.4

 

住民税均等割 0.1  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
7.9
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（１株当たり情報）

第３期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（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 70,070円10銭

１株当たり当期純利益金額 17,477円08銭

１株当たり純資産額   40,886円38銭

１株当たり当期純利益金額    8,389円87銭

潜在株式調整後　　　　　　　　

１株当たり当期純利益金額
17,248円99銭

潜在株式調整後　　　　　　　　

１株当たり当期純利益金額
  8,304円21銭

　当社は、平成17年９月20日付で株式１株につき２株の

割合で株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以下のとおりでありま

す。

前事業年度

１株当たり純資産額  35,035円05銭

１株当たり当期純利益金額 8,738円54銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
8,624円49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、以下のとおりであります。

 
第３期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（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） 921,217 913,413

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 921,217 913,413

期中平均株式数（株） 52,710 108,871

   

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） 697 1,123

（うち新株予約権） 697 1,123
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（重要な後発事象）

第３期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社は、平成17年５月20日開催の取締役会において株

式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしておりま

す。

当該株式分割の内容は以下のとおりであります。

(1)分割方法

平成17年９月20日をもって、平成17年７月31日最終

の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を、１株につき２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　　　54,305株

(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、及び当期首に行われ

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であります。

第２期 第３期

１株当たり純資産額

19,602円49銭

１株当たり当期純利益金額

7,573円14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、新株予約権の残

高はありますが、当社株式

は非上場であり、かつ店頭

登録もしていないため、期

中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。

１株当たり純資産額

35,035円05銭

１株当たり当期純利益金額

8,738円54銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

8,624円49銭

――――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

８．役員の異動

 　　　役員の異動につきましては、平成17年４月７日、平成17年12月９日に開示済みであります。
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