
 

 

 

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 株式会社フォーカスシステムズ      上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 4662                  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.focus-s.com ） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 石橋 雅敏 

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役 

        氏    名 畑山 芳文    ＴＥＬ（03）5421－7777 

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 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 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％

10,270  （  1.0）

10,170  （  0.7）

百万円   ％

255  （   2.5）

249  （ 52.1）

百万円   ％

208   （ △2.3）

213   （ 241.2）

 

 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   ％ 

217   （ ― ） 

△12   （ ― ） 

円 銭

21  46

△1  33 

円  銭

―  

  ―  

％

4.3 

△0.2 

％ 

1.7  

1.6  

％

2.0  

2.1 

(注)①期中平均株式数      18年3月期9,195,200株   17年3月期9,179,300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

10  00 

5   00  

円  銭 

0  0  

0  0  

円  銭

10  00 

5   00  

百万円

91   

45   

％ 

46.6  

―  

％

1.8 

0.9 

 

(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 

12,286    

12,662    

百万円

5,164   

4,963   

％ 

42.0  

39.2  

円   銭

559    49 

539   78 

(注)①期末発行済株式数   18年3月期9,195,200株   17年3月期9,195,200株 

②期末自己株式数    18年3月期   165株   17年3月期   165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 

4,500    

11,000    

百万円

80   

250   

百万円

30   

120   

円 銭

0  00 

― 

円 銭 

― 

10  00 

円 銭

― 

10  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 13円05銭 

 
※ 上記予想の前提条件その他関連事項については、添付資料６ページ（３.経営成績及び財政状況）の項

目をご参照願います。 
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  個別財務諸表等 

  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) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  1,725,779 1,946,527   220,748

 ２ 受取手形  2,457 1,890   △567

 ３ 売掛金 ※１ 2,205,953 2,377,283   171,330

 ４ 製品  3,437 8,537   5,100

 ５ 仕掛品  1,192,937 846,716   △346,221

 ６ 前渡金  347,400 272,000   △75,400

 ７ 前払費用  24,011 30,233   6,222

 ８ 短期貸付金  17,598 100,522   82,924

 ９ 関係会社短期貸付金  32,000 ―   △32,000

 10 未収入金 ※４ 5,866 97,630   91,764

 11 繰延税金資産  335,610 318,786   △16,823

 12 その他 ※４ 3,018 2,075   △943

 13 貸倒引当金  △50,250 △50,250   ―

   流動資産合計  5,845,818 46.2 5,951,953 48.4  106,134

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

  １ 建物 ※１ 1,185,631 1,190,811  5,179 

    減価償却累計額  610,665 574,966 646,635 544,175  35,970 △30,790

  ２ 構築物 ※１ 10,840 10,840  ― 

    減価償却累計額  9,217 1,623 9,447 1,392  230 △230

  ３ 車両運搬具  3,186 3,186  ― 

    減価償却累計額  1,651 1,535 2,140 1,045  489 △489

  ４ 工具器具及び備品  331,382 339,541  8,159 

    減価償却累計額  233,188 98,193 243,664 95,876  10,476 △2,316

  ５ 土地 ※１ 3,304,710 3,304,710   ―

    有形固定資産合計  3,981,029 31.4 3,947,202 32.1  △33,827

 (2) 無形固定資産    

  １ ソフトウェア  308,067 232,150   △75,917

  ２ 電話加入権  9,815 9,815   ―

３ 営業権  ― 77,363   77,363

    無形固定資産合計  317,883 2.5 319,330 2.6  1,446

 (3) 投資その他の資産    

  １ 投資有価証券 ※１ 476,073 457,169   △18,904

  ２ 関係会社株式  514,750 498,750   △16,000

  ３ 出資金  100 100   ―

  ４ 長期貸付金  391,545 338,214   △53,331

  ５ 従業員長期貸付金  12,169 20,015   7,845

  ６ 関係会社長期貸付金  40,000 ―   △40,000

  ７ 繰延税金資産  616,825 465,257   △151,567

  ８ 保険積立金  308,709 141,699   △167,010

  ９ 長期性預金  100,000 100,000   ―

  10 その他  102,442 111,857   9,414

  11 貸倒引当金  △45,150 △64,550   △19,400

    投資その他の資産合計  2,517,466 19.9 2,068,512 16.9  △448,954

   固定資産合計  6,816,380 53.8 6,335,045 51.6  △481,335

   資産合計  12,662,199 100.0 12,286,998 100.0  △375,200
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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) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 ※４ 752,795 762,892   10,096

 ２ 一年以内償還社債  490,000 754,000   264,000

 ３ 短期借入金 ※１ 953,600 380,200   △573,400

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金 

※１ 881,300 820,318   △60,982

 ５ 未払金 ※４ 81,440 89,380   7,940

 ６ 未払法人税等  33,730 18,221   △15,508

 ７ 未払消費税等  145,362 122,543   △22,819

 ８ 未払費用  144,241 127,782   △16,459

 ９ 預り金  24,969 26,881   1,911

 10 賞与引当金  232,857 265,813   32,955

 11 その他  8,048 6,927   △1,121

   流動負債合計  3,748,345 29.6 3,374,960 27.5  △373,385

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  1,990,000 2,052,000   62,000

 ２ 長期借入金 ※１ 1,616,090 1,320,598   △295,492

 ３ 退職給付引当金  344,417 374,813   30,395

   固定負債合計  3,950,507 31.2 3,747,411 30.5  △203,096

   負債合計  7,698,853 60.8 7,122,371 58.0  △576,482

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 2,905,422 23.0 2,905,422 23.6  ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  1,949,999 1,949,999  ― 

   資本剰余金合計  1,949,999 15.4 1,949,999 15.9  ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 任意積立金    

    特別償却準備金  12,607 ―  △12,607 

 ２ 当期未処分利益  40,792 224,721  183,929 

   利益剰余金合計  53,399 0.4 224,721 1.8  171,321

Ⅳ その他有価証券評価差額金  54,655 0.4 84,615 0.7  29,959

Ⅴ 自己株式 ※３ △132 △0.0 △132 △0.0  ―

   資本合計  4,963,345 39.2 5,164,626 42.0  201,281

   負債・資本合計  12,662,199 100.0 12,286,998 100.0  △375,200

    

 

―  ― 32



ファイル名:30期単体決算短信.doc 更新日時:2006/05/19 11:09 印刷日時:06/05/19 11:20 

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) 

Ⅰ 売上高    

 １ ソフトウェア開発収入  10,113,257 10,257,364  144,106 

 ２ 製品売上高  57,529 10,170,787 100.0 13,360 10,270,725 100.0 △44,168 99,937

Ⅱ 売上原価    

 １ ソフトウェア開発売上原価  8,933,787 9,097,482  163,695 

 ２ 製品売上原価  24,147 8,957,935 88.1 5,484 9,102,967 88.6 △18,663 145,032

   売上総利益  1,212,851 11.9 1,167,757 11.4  △45,094

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 963,108 9.4 911,872 8.9  △51,235

   営業利益  249,743 2.5 255,884 2.5  6,141

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息及び配当金  23,273 25,031  1,758 

 ２ 家賃収入  23,786 24,955  1,168 

 ３ 保険還付金  31,411 ―  △31,411 

 ４ その他  26,602 105,073 1.0 24,533 74,520 0.7 △2,069 △30,553

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  69,109 51,502  △17,606 

 ２ 社債利息  30,594 34,726  4,131 

 ３ 社債発行費償却  21,607 16,354  △5,252 

 ４ 賃貸資産減価償却費  12,856 11,807  △1,048 

 ５ その他  7,614 141,782 1.4 7,869 122,261 1.2 254 △19,521

   経常利益  213,033 2.1 208,143 2.0  △4,890

Ⅵ 特別利益    

 １ 外注費和解金  ― 207,810  207,810 

２ 保険積立金解約益  ― 180,062  180,062 

 ３ 投資有価証券売却益 ※3 154,969 154,969 1.5 32,283 420,156 4.1 △122,686 265,187

Ⅶ 特別損失    

 １ たな卸資産評価損  212,135 103,954  △108,180 

 ２ 投資有価証券評価損  52,393 9,999  △42,394 

３ 固定資産除却損  ― 25,063  25,063 

４ 貸倒引当金繰入額  ― 19,400  19,400 

５ 関係会社貸付金償却  ― 57,800  57,800 

６ 未収入金等貸倒償却  ― 41,127  41,127 

 ７ 退職給付会計基準変更時 
   差異償却 

 24,248 ―  △24,248 

 ８ その他  36,949 325,727 3.2 ― 257,344 2.5 △36,949 △68,382

税引前当期純利益  42,276 0.4 370,954 3.6  328,678

   法人税、住民税及び事業税  6,059 5,828  △231 

   法人税等調整額  48,396 54,456 0.5 147,828 153,657 1.5 99,432 99,201

   当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △12,179 △0.1 217,297 2.1  229,477

   前期繰越利益  52,972 7,423   △45,548

   当期未処分利益  40,792 224,721   183,929
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製造原価明細書 

Ａ ソフトウェア開発売上原価(製造原価)明細書 

 

  
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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  213,130 2.4 266,257 3.0

Ⅱ 労務費 ※４ 4,765,882 53.2 4,506,713 50.6

Ⅲ 外注費  3,392,352 37.8 3,590,694 40.4

Ⅳ 経費 ※２ 594,478 6.6 534,539 6.0

  当期総製造費用  8,965,845 100.0 8,898,204 100.0

  期首仕掛品たな卸高  1,608,734 1,192,937 

合計  10,574,579 10,091,142 

  期末仕掛品たな卸高  1,192,937 846,716 

  他勘定振替高 ※３ 447,854 146,943 

  当期ソフトウェア 
  開発売上原価 

 8,933,787 9,097,482 

 

 

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 原価計算の方法 

   当社の原価計算は、個別原価計算を採用しており

ます。 

※１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります ※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります 

 交際接待費 29,744 千円  交際接待費 23,582 千円

 減価費償却 272,694   減価費償却 159,057  

 地代家賃 54,805   地代家賃 91,938  

 通信費 31,078   通信費 24,686  

 旅費交通費 95,074   旅費交通費 88,997  

       

※３ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

ソフトウェア 131,304千円

販売費及び一般管理費 104,414 

特別損失―たな卸資産評価損 212,135 
  

※３ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

ソフトウェア 29,562千円

販売費及び一般管理費 13,427 

特別損失－たな卸資産評価損 103,954 
  

※４ 労務費には次の費目が含まれております。 

賞与引当金繰入額 628,819千円
 

※４ 労務費には次の費目が含まれております。 

賞与引当金繰入額 668,341千円
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Ｂ 製品売上原価明細書 

 

  
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) 金額(千円) 

製品期首たな卸高  3,850 3,437

当期製品製造原価  25,166 12,462

合計  29,017 15,899

他勘定振替高  1,432 1,877

製品期末たな卸高  3,437 8,537

当期製品売上原価  24,147 5,484

(注)他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替高であります。 

 

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 原価計算の方法 

   組別総合原価計算を採用しております。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

 

―  ― 35



ファイル名:30期単体決算短信.doc 更新日時:2006/05/19 11:09 印刷日時:06/05/19 11:20 

③ 利益処分計算書（案） 

 

 
前事業年度 

(平成17年３月期) 
当事業年度 

(平成18年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 40,792  224,721

Ⅱ 任意積立金取崩額  

特別償却準備金取崩額 12,607 12,607 ― ―

計 53,399  224,721

Ⅲ 利益処分額  

配当金 45,976 91,952 

取締役賞与 ― 45,976 20,000 111,952

Ⅳ 次期繰越利益 7,423  112,769
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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) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

 ア 時価のあるもの 

    期末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) 

 イ 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

 ア 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 イ 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) 製品 

   移動平均法による低価法 

(1) 製品 

同左 

 (2) 仕掛品 

   個別法による原価法 

(2) 仕掛品 

同左 

３ デリバティブ取引により

生じる正味の債権及び債務

の評価基準及び評価方法 

時価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物付属設備は除

く)については、定額法によって

おります。 

   なお、取得価額100千円以上200

千円未満の有形固定資産について

は、３年間で均等償却する方法を

採用しております。 

   主な耐用年数は、以下の通りで

あります。 

   建物        ８～50年

   器具備品      ３～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売見込期間

(３年)、また、自社利用のソフト

ウェアについては、社内利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

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 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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるた

め、次期支給見込額のうち当期対応

分の金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、当

期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。 

  な お 、 会 計 基 準 変 更 時 差 異

(121,244千円)については、５年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異については、各

事業年度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(５年)

による按分額をそれぞれ発生した翌

事業年度から費用処理しておりま

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、当

期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。 

  数理計算上の差異については、各

事業年度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(５年)

による按分額をそれぞれ発生した翌

事業年度から費用処理しておりま

す。 

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。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。ただし、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特例処

理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段は金利スワップ取引で

あります。ヘッジ対象は変動金利借

入金利息であります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  金利変動リスクを回避する目的で

金利スワップ取引を利用することと

しており、投機的な取引及び短期的

な売買損益を得るための取引は行わ

ない方針であります。 

(3) ヘッジ方針 

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) 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

  デリバティブ取引のリスク管理

は、経理部内の相互牽制機能とチェ

ックにより行っており、取引の実行

に際しては経理部長及び経理担当役

員が取引高及び内容を確認し、取引

を決定し、取締役会に随時報告を行

っております。ヘッジ手段と想定元

本とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつヘッジ開始時及

びその後も継続して相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動を相殺するも

のと想定できるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しています。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

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) 

従来、「出資金」に表示しておりました、投資事業

有限責任組合への出資（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）は、「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

ることおよび「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、当事業年度の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の貸借対照表計上額は54,831千円であります。 
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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 担保に供している資産及びこれに対する債務は次

のとおりであります。 

  (イ)担保に供している資産 

 売掛金 500,000千円

 建物 465,751 

 構築物 1,623 

 土地 3,110,792 

 投資有価証券 12,956 

 計 4,091,123千円
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対する債務は次

のとおりであります。 

  (イ)担保に供している資産 

 売掛金 292,000千円

 建物 532,040 

 構築物 1,392 

 土地 3,287,792 

 投資有価証券 24,000 

 計 4,137,226千円
 

  (ロ)上記に対応する債務 

 短期借入金 308,600千円

 長期借入金 1,900,846 

 計 2,209,446千円

(注) 長期借入金には、１年以内返済予定額が含まれ

ております。 

  (ロ)上記に対応する債務 

 短期借入金 280,200千円

 長期借入金 1,925,716 

 計 2,205,916千円

(注) 長期借入金には、１年以内返済予定額が含まれ

ております。 
 
※２ 授権株式数  普通株式 36,000,000株 

   発行済株式数 普通株式 9,195,365株 
  

 
※２ 授権株式数  普通株式 36,000,000株 

   発行済株式数 普通株式 9,195,365株 
  

※３ 自己株式 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式165株

であります。 

※３ 自己株式 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式165株

であります。 

※４ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

   買掛金             172,745千円

   未収入金             4,200 

   未収収益              669 

   未払金              1,010 

※４ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

   買掛金             249,010千円 

   未収入金             2,520 

   未収収益              658 

   未払金              1,315 
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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 

販売費に属する費用のおおよその割合は９％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は91％

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 224,716千円

 給与手当 158,058 

 賞与引当金繰入額 34,495 

 減価償却費 42,172 

 保険料 64,709 

 租税公課 52,696 

 他勘定振替 104,414 

 貸倒引当金繰入額 750 
  

※１ 販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は8％であ

り一般管理費に属する費用のおおよその割合は92％

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 224,937千円

 給料手当 196,860 

 賞与引当金繰入額 48,445 

 減価償却費 38,979 

 保険料 28,417 

 租税公課 57,004 
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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の

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) 

工具器具 
及び備品 

27,188 8,655 18,533

 

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) 

工具器具 
及び備品 

27,188 15,076 12,112

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,352千円

１年超 13,027 

合計 19,379千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,581千円

１年超 6,445 

合計 13,027千円
 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

支払リース料 6,556千円

減価償却費相当額 6,073千円

支払利息相当額 742千円
 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

支払リース料 6,934千円

減価償却費相当額 6,421千円

支払利息相当額 582千円
 

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。 

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との

差額を利息相当額とし、各期への配分については、

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) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 406,250 3,436,800 3,030,550

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で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 406,250 5,548,800 5,142,550
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(税効果会計関係) 

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 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) 流動の部 

   繰延税金資産 

 繰越欠損金 162,800千円

 賞与引当金否認 94,773 

 仕掛品評価損 86,338 

 その他 11,803 

 評価性引当額 △20,104 

 繰延税金資産合計 335,610千円
 

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) 流動の部 

   繰延税金資産 

 繰越欠損金 162,800千円

 賞与引当金否認 108,185 

 仕掛品評価損 42,309 

 その他 5,491 

 評価性引当額 ― 

 繰延税金資産合計 318,786千円
 

(2) 固定の部 

繰延税金資産 

繰越欠損金 518,983千円

退職給付引当金否認 140,327 

会員権評価損否認 16,992 

 投資有価証券評価損否認 22,997 

 その他 19,129 

 繰延税金資産小計 718,430 

繰延税金負債  

 有価証券評価差額金 △37,512 

繰延税金資産(純額) 680,917 

 評価性引当額 △64,091 

 繰越税金資産合計 616,825千円

 
  

(2) 固定の部 

繰延税金資産 

繰越欠損金 311,363千円

退職給付引当金否認 152,548 

会員権評価損否認 16,992 

 投資有価証券評価損否認 22,969 

 その他 71,585 

 繰延税金資産小計 575,460 

繰延税金負債  

 有価証券評価差額金 △58,075 

繰延税金資産(純額) 517,384 

 評価性引当額 △52,126 

 繰越税金資産合計 465,257千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 

法定実効税率 40.69％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

74.45 

受取配当金等永久に 
益金に算入されない項目 

△0.22 

住民税均等割等 11.19 

評価性引当額 3.40 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の 
法人税の負担率 

128.81％ 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異原因 

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 

6.7 

住民税均等割等 1.6 

評価性引当額 △8.6 

その他 1.0 

税効果会計適用後の 
法人税の負担率 

41.4％ 
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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 539円78銭 １株当たり純資産額 559円49銭

１株当たり当期純損失 1円33銭 １株当たり当期純利益 21円46銭

潜在株式調整後 
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 

―

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、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。 

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失、並びに潜在株式調整後１株当たり当期純利益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株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △12,179  217,297  

普通株主に帰属しない金額（千円） 

 利益処分による役員賞与金 

 

― 

 

20,000 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)（千円） 
△12,179  197,297  

期中平均株式数（千株） 9,179  9,195  

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） ― ― 

 （うち支払利息（税額相当額控除後）） ― ― 

 普通株式増加数（千株） ― ― 

 （うち転換社債） ― ― 

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

852,500個) 

新株予約権(新株予約権の数

801,500個) 

 

(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)及び当事業年度(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。 
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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日付け予定) 

  新任取締役候補者 

   取締役      森  啓 一（現 管理本部長 兼 経営企画室長） 

  退任監査役 

   常勤監査役 大 江 一 郎 
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