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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 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

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 832 (△5.0) 206 (26.7) 126 (51.2)

17年３月期 877 (23.6) 162 (30.5) 83 (6.0)

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 △267 (　－) △12 13 － － △7.9 1.1 15.1

17年３月期 81 (△44.7) 4 12 3 74 2.7 1.0 9.5

（注）１．期中平均株式数 18年３月期 22,015,016株 17年３月期 19,766,504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 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 5 00 － － 5 00 110 － 3.4

17年３月期 5 00 － － 5 00 109 121.4 3.1

(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 12,647 3,234 25.6 146 59

17年３月期 9,813 3,550 36.2 161 94

（注）１．期末発行済株式数 18年３月期 22,082,858株 17年３月期 21,940,858株

２．期末自己株式数 18年３月期 15,858株 17年３月期 15,858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）  

売上高 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 400 50 10 ― ― ― ― ― ―

通　期 820 150 50 ― ― 5 00 5 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2円27銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在に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、今後の様々な要因

によって予想数値が異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(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）

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  1,707,812 956,387 △751,425

２．前払費用 39,305 15,347 △23,958

３．繰延税金資産 69,919 65,795 △4,124

４．短期貸付金 ※4 1,098,953 709,945 △389,007

５．未収入金 ※4 167,397 96,847 △70,550

６．その他 31,191 27,073 △4,118

貸倒引当金 △1,200 △73,440 △72,240

流動資産合計 3,113,381 31.7 1,797,957 14.2 △1,315,424

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

（1）建物 ※1 314,662 289,205  

減価償却累計額 △62,795 251,866 △74,265 214,939 △36,926

（2）構築物 5,450 5,450  

減価償却累計額 △297 5,152 △858 4,591 △561

（3）車両運搬具 17,342 15,262  

減価償却累計額 △2,606 14,736 △5,814 9,448 △5,287

（4）工具器具備品 5,520 10,611  

減価償却累計額 △2,749 2,771 △4,312 6,298 3,527

（5）土地 ※1 937,676 845,043 △92,633

有形固定資産合計 1,212,204 12.4 1,080,321 8.5 △131,882

２．無形固定資産  

（1）ソフトウェア 14,081 30,801 16,719

（2）その他 2,865 2,545 △319

無形固定資産合計 16,946 0.2 33,346 0.3 16,399
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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）

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）

３．投資その他の資産  

（1）投資有価証券 ※1 184,038 250,269 66,230

（2）関係会社株式 ※1 5,061,891 6,065,936 1,004,045

（3）関係会社出資金 153,284 153,284 ―

（4）関係会社長期貸付
金

 84,720 3,151,553 3,066,833

（5）長期未収債権 100,000 ― △100,000

（6）長期前払費用 14,137 35,747 21,610

（7）敷金・保証金  78,200 89,233 11,033

（8）繰延税金資産 39,214 2,825 △36,388

（9）その他 5,595 4,723 △871

貸倒引当金 △100,120 △17,350 82,770

投資評価引当金 △150,000 ― 150,000

投資その他の資産合計 5,470,961 55.7 9,736,224 77.0 4,265,262

固定資産合計 6,700,112 68.3 10,849,892 85.8 4,149,779

資産合計 9,813,494 100.0 12,647,849 100.0 2,834,354
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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）

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．短期借入金  1,150,000 1,100,000 △50,000

２．一年以内返済予定長期
借入金

※1 294,800 691,800 397,000

３．一年以内償還予定社債 ※1 108,000 108,000 ―

４．未払金 58,338 263,228 204,889

５．未払費用 18,278 19,731 1,453

６．未払法人税等 ― 4,090 4,090

７．未払消費税等 9,461 2,413 △7,048

８．前受金 123,141 109,703 △13,438

９．預り金 20,262 13,779 △6,483

10．前受収益 36,357 7,107 △29,249

11.グループ預り金 ※5 2,758,179 2,736,977 △21,202

流動負債合計 4,576,820 46.6 5,056,830 40.0 480,010

Ⅱ　固定負債  

１．社債 ※1 624,000 1,814,500 1,190,500

２．長期借入金 ※1 850,400 2,346,600 1,496,200

３．役員退職慰労引当金 58,010 58,010 ―

４．長期未払金 151,572 134,747 △16,825

５．預り保証金 2,260 2,260 ―

固定負債合計 1,686,242 17.2 4,356,117 34.4 2,669,874

負債合計 6,263,062 63.8 9,412,947 74.4 3,149,885

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※2 1,184,339 12.1 1,198,219 9.5 13,880

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,099,735 313,770  

　２.その他の資本剰余金  

　（1）資本準備金減少差
益

－ 799,735  

　（2）自己株式処分差益 621,476 621,476  

資本剰余金合計 1,721,212 17.5 1,734,982 13.7 13,770

Ⅲ　利益剰余金  

１. 利益準備金 33,000 33,000  

２．当期未処分利益 607,903 231,137  

利益剰余金合計 640,903 6.5 264,137 2.1 △376,766

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

6,985 0.1 40,571 0.3 33,586

Ⅴ　自己株式 ※3 △3,009 △0.0 △3,009 △0.0 ―

資本合計 3,550,431 36.2 3,234,901 25.6 △315,530

負債・資本合計 9,813,494 100.0 12,647,849 100.0 2,834,354

－ 55 －



(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）

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　売上高  

１．役務提供売上 ※1 676,454 628,098  

２．その他 ※1 200,583 877,037 100.0 204,870 832,968 100.0 △44,068

Ⅱ　売上原価 74,453 8.5 55,872 6.7 △18,580

売上総利益 802,584 91.5 777,095 93.3 △25,488

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 639,859 72.9 570,973 68.6 △68,885

営業利益 162,724 18.6 206,122 24.7 43,397

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※1 26,162 89,746  

２．有価証券利息 827 832  

３．受取配当金 1,072 2,200  

４．雑収入 4,524 32,587 3.7 6,272 99,051 11.9 66,464

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 ※1 80,447 125,134  

２．社債利息 6,747 19,750  

３．金融手数料 － 25,089  

４．自己株式売出費用 13,366 －  

５．雑損失 11,313 111,874 12.8 9,048 179,023 21.5 67,148

経常利益 83,437 9.5 126,150 15.1 42,713
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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）

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）

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当戻入額 －   5,000    

２. 固定資産売却益 ※3 844   －    

３. 投資有価証券売却益 58,606 59,451 6.8 － 5,000 0.6 △54,451

Ⅶ　特別損失  

１．貸倒引当金繰入額 － 87,000  

２．関係会社株式評価損 － 154,356  

３．固定資産除却損 ※4 － 1,291  

４．固定資産減損損失 ※5 － － － 119,230 361,878 43.4 361,878

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

142,888 16.3 △230,727 △27.7 △373,616

法人税、住民税及び事
業税

950 18,951  

法人税等調整額 60,458 61,408 7.0 17,462 36,413 4.4 △24,994

当期純利益又は当期純
損失（△）

81,480 9.3 △267,141 △32.1 △348,622

前期繰越利益 526,423 498,278  

当期未処分利益 607,903 231,137  

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）

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　経費      

１．支払手数料 61,791 83.0 35,555 63.6  

２．減価償却費 9,780 13.1 9,634 17.3  

３．その他 2,880 3.9 10,682 19.1  

合計 74,453 100.0 55,872 100.0 △18,580
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(3）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月29日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 607,903 231,137

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 109,625 109,625 110,335 110,335

Ⅲ　次期繰越利益 498,278 120,802
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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を採用してお

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 (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を

採用しております。（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算定）

時価のあるもの

同左

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これ

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、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。

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。

 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法を採用しております。 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（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く。）

については定額法)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　　　　　　14～47年

　車両運搬具　　　　   6年

　工具器具備品　　　5～8年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く。）

については定額法)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　　　　　　14～47年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、ソフトウェア(自社利用分)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 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）新株発行費

　　　　　　 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）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権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）役員退職慰労引当金

　平成13年9月30日をもって、役員退職

慰労金支給の内規を凍結したため、役員

退職慰労金支給の内規に基づく平成13年

9月30日までの退職金要支給額を計上し

ております。

(2）役員退職慰労引当金

 同左

(3）投資評価引当金

　関係会社等に対する投資損失に備える

ため、投資先の資産内容及び将来の回復

可能性等を考慮し計上しております。

(3）　　　　　 ――――

            

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．ヘッジ会計の方法 (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

ワップ取引について当該特例処理によっ

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

             同左

 (2）ヘッジの手段とヘッジ対象

　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下の通りであります。

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金

 (2）ヘッジの手段とヘッジ対象

             同左

 (3）ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行った上

で借入金利息の金利変動リスクを回避す

る目的により金利スワップを利用してお

ります。

 (3）ヘッジ方針

             同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理に

よっているため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　   同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

－ 60 －



会計処理方法の変更

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）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。これにより、税

引前当期純損失が119,230千円増加してお

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。

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）

（貸借対照表） 　　　　　　　　　　　―――――

(1）前期まで流動資産の「その他」に含めて表示したお

りました「未収入金」は、当期において、資産の総額

の100分の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前期末の「未収入金」は、57,473千円であります。

(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こ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

出資の額は3,750千円であり、前事業年度における投資

その他の資産の「その他」に含まれる当該出資の額は

3,750千円であります。

 

 

 

 

 

－ 61 －



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）

　「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3,250千円増加し

ており、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ3,250千円減少しております。

　　　　　　　　　　　―――――
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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）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 57,957 千円

土地 527,890

関係会社株式 1,144,781

計 1,730,629

担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物 54,322 千円

土地 527,890

関係会社株式 1,794,079

計 2,376,292

担保付債務は、次のとおりであります。

1年以内返済予定

長期借入金

234,800 千円

長期借入金 730,400

計 965,200

担保付債務は、次のとおりであります。

1年以内返済予定

長期借入金

490,600 千円

長期借入金 1,526,800

1年以内償還予定

社債

48,000

社債 396,000

計 2,461,400

関係会社の借入に対する担保 関係会社の借入に対する担保

現金及び預金　　　　1,000,000千円　　

関係会社株式　　　　1,364,242千円　　

関係会社株式　　　  1,083,342千円　　

関係会社計上債務額　2,137,490千円 関係会社計上債務額　  928,554千円

前払式証票の規制等に関する法律に基づき供託として

差し入れている資産

前払式証票の規制等に関する法律に基づき供託として

差し入れている資産

投資有価証券　　　　85,050千円 投資有価証券　　　　  82,201千円

※２．授権株式数 普通株式 25,600,000株

発行済株式総数 普通株式 21,940,858株

※２．授権株式数 普通株式 80,000,000株

発行済株式総数 普通株式 22,082,858株

※３．自己株式 ※３．自己株式

自己株式の数

普通株式 15,858株

自己株式の数

普通株式 15,858株

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目

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。

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。

短期貸付金 1,098,095千円

未収入金 114,005千円

短期貸付金 709,070千円

※５．「グループ預り金」は、「ＹＨＣグループ・キャッ

シュマネジメントシステム」(ヤマノホールディン

ググループの資金効率化を目的)による預りであり

ます。

※５．「グループ預り金」は、「ＹＨＣグループ・キャッ

シュマネジメントシステム」(ヤマノホールディン

ググループの資金効率化を目的)による預りであり

ます。
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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）

６．偶発債務 ６．偶発債務

保証債務 保証債務

関係会社について次のような債務保証を行っており

ます。

（1）関係会社について次のような債務保証を行っており

ます。

関係会社名 金額(千円) 内容

(株)錦 880,000
銀行借入金、社債発行に対
する保証

(株)ビ・ゴー
ル

10,063 買掛金に対する根保証

358,675 銀行借入金に対する保証

四菱(株) 574,466
銀行借入金、手形割引に対
する根保証

(株)寛斎スー
パースタジオ

73,344 銀行借入金に対する保証

(有)寛斎デザ
イン研究所

343,600 銀行借入金に対する保証

(株)トリニ
ティ

105,576
銀行借入金、手形割引に対
する保証及び根保証

丸福商事(株) 202,042
銀行借入金、輸入取引、手
形割引に対する保証及び根
保証

27,143 輸入代行に対する保証

かねもり(株) 84,577 銀行借入金に対する保証

東京ブラウス
(株)

102,000 銀行借入金に対する保証

合　計 2,761,488 ―

関係会社名 金額(千円) 内容

(株)錦 870,000
銀行借入金、社債発行に対
する保証

(株)ヤマノ
ジュエリーシ
ステムズ

8,471 買掛金に対する根保証

 338,121 銀行借入金に対する保証

416,250 社債に対する保証

四菱(株) 523,272
銀行借入金、手形割引に対
する保証及び根保証

(株)寛斎スー
パースタジオ

13,348 銀行借入金に対する保証

(有)寛斎デザ
イン研究所

287,200 銀行借入金に対する保証

(株)トリニ
ティ

92,883
銀行借入金、手形割引に対
する保証

丸福商事(株) 563,137
銀行借入金、輸入取引、手
形割引に対する保証及び根
保証

 27,086 輸入代行に対する保証 

(株)ヤマノリ
テーリングス

6,300 銀行借入金に対する保証

東京ブラウス
(株)

166,800 銀行借入金に対する保証

(株)ヤマノス
ポーツシステ
ムズ

1,078,000 銀行借入金に対する保証

(株)アールエ
フシー

561,000
供託委託契約に対する連帯
保証 

(株)ビュー
ティー多賀志

104,097 リース契約に対する保証 

合　計 5,055,968 ―

（2）関係会社数社の事業所等賃借契約について保証を行

なっております。

　７．配当制限 　７．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、6,421千

円であります。

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、40,571千

円であります。
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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）

　 ８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 100,000 千円

借入実行残高 ―

差引額 100,000

　 ８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 1,100,000 千円

借入実行残高 1,100,000

差引額 ―

９．　　　　　　　――――― ９．財務制限条項等

(1) 平成16年2月19日締結の長期借入金690,000千円

（うち、１年内返済予定額230,000千円）につい

て下記の条項が付されております。

①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書にお

いて、損益計算書の営業利益及び経常利益で黒字

を確保する。

②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書にお

いて、平成15年3月時点の貸借対照表の資本の部の

合計額の75％を維持する。

③連結ベースでの監査済決算書において、毎年3月

末の有利子負債の残高が当該決算期の売上高の

30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項が設け

られております。 

　 (2) 平成17年6月28日締結の長期借入金731,000千円

（うち、１年内返済予定額172,000千円）について

下記の条項が付されております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度

末において、決算報告書等に記載する連結での貸

借対照表、損益計算書につき、以下に定める事由

のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直し

を目的とした協議をする。

① 営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。

② 自己資本比率が0％未満（債務超過状態）となっ

たとき。 

　その他、出資維持等に一定の制限が設けられてお

ります。

　 (3)平成17年9月22日締結の長期借入金1,167,000千円

（うち、１年内返済予定額165,000について下記の

条項が付されております。

① 連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書に

おいて、損益計算書の営業利益及び経常利益で黒

字を確保する。

 ② 連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書に

おいて、平成17年3月末時点あるいは直近期の貸借

対照表の資本の部の合計額のいずれか大きい方の

75％以上を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の制限が設

けられております。
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当期中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

前事業年度
平成16年12月30日 株式分割（1：2） 10,967,429 ― ―

平成17年３月４日 新株予約権の行使 6,000 272 136

当事業年度
平成17年４月21日 新株予約権の行使 34,000 191 96

平成17年５月９日 新株予約権の行使 2,000 272 136

平成17年８月26日 新株予約権の行使 56,000 191 96

平成17年８月30日 新株予約権の行使 2,000 272 136

平成17年10月11日 新株予約権の行使 4,000 272 136

平成17年10月11日 新株予約権の行使 24,000 186 93

平成17年11月１日 新株予約権の行使 20,000 191 96
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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．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

※１．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。

関係会社への売上高 824,161千円

関係会社よりの受取利息 26,123

関係会社への支払利息 27,484

関係会社への支払家賃 12,000

関係会社への売上高 720,225千円

関係会社よりの受取利息 89,306

関係会社への支払利息 55,756

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は6％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は94％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。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は5％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は95％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 35,124千円

給与手当 295,365

減価償却費 8,483

会計士等報酬 38,811

業務委託費 85,531

貸倒引当金繰入 730

役員報酬 95,300千円

給与手当 166,392

減価償却費 14,890

会計士等報酬 36,244

業務委託費 75,454

賃借料 43,794

※３．固定資産売却益は、車両運搬具844千円であります。 ※３．　　　　　　　　―――――

※４．　　　　　　　　――――― ※４．固定資産除却損は、ソフトウエア1,291千円であり

ます。

※５．　　　　　　　　――――― ※５．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

 
 場所 用途 種類

減損損失
（千円）

千葉県木更
津市

賃貸用資産 土地 54,978

東京都葛飾
区

賃貸用資産 建物及び土地 64,251

　当社は、賃貸用資産を個別にグループ化し、減損の判定

を行ないました。

　その結果、賃貸用資産の一部について、継続的な時価の

下落等により、当該資産の帳簿価格を回収可能価額まで減

額し、当該減額分を減損損失119,230千円として特別損失

に計上いたしました。その内訳は、建物26,597千円、土

地92,633千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額（固定

資産税評価額を基礎に公示価格相当額へ調整を行なった

額）等により算定しております。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

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

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

(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

(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）

工具器具備品 89,937 34,244 55,692

無形固定資産
「ソフトウ
エァ」

106,663 27,272 79,390

合計 196,600 61,517 135,082

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）

工具器具備品 89,937 52,231 37,706

無形固定資産
「ソフトウ
エァ」

106,663 48,606 58,056

合計 196,600 100,837 95,762

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,647千円

１年超 99,132

計 137,780

１年内 39,828千円

１年超 59,304

計 99,132

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (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 41,444千円

減価償却費相当額 38,490

支払利息相当額 4,630

支払リース料 42,346千円

減価償却費相当額 39,320

支払利息相当額 3,699

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

　　　　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法 (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、各期への配分方法については、

利息法によっております。

　　　　　　　　　　同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類

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）

貸借対照表計
上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 1,927,515 4,148,958 2,221,442 2,277,515 4,455,528 2,178,012

合計 1,927,515 4,148,958 2,221,442 2,277,515 4,455,528 2,178,012
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③　税効果会計

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主な内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

流動資産 流動資産

繰越欠損金 45,100千円 

商品券限度超過額 23,008

未払事業税否認額 1,322

貸倒引当金限度超過額 488

小計 69,919

繰越欠損金 25,351千円 

商品券限度超過額 15,272

未払事業税否認額 571

貸倒引当金限度超過額 24,599

小計 65,795

固定資産 固定資産

役員退職慰労引当金否認額 23,610

貸倒引当金限度額超過額 20,398

関係会社株式評価損 71,316

投資評価引当金 61,050

小計 176,375

評価性引当額 △132,366

繰延税金資産小計 44,008

役員退職慰労引当金否認額 23,610

貸倒引当金限度額超過額 7,061

関係会社株式評価損 71,316

投資評価引当金 123,873

固定資産減損損失 48,526

小計 274,387

評価性引当額 △243,716

繰延税金資産小計 30,671

繰延税金資産合計 113,927 繰延税金資産合計 96,466

繰延税金負債 繰延税金負債

固定負債 固定負債

その他有価証券評価差額金 △4,794

繰延税金負債合計 △4,794

その他有価証券評価差額金 △27,845

繰延税金負債合計 △27,845

繰延税金資産の純額 109,133 繰延税金資産の純額 68,620

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

繰延税金資産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 69,919

固定資産　―　繰延税金資産 39,214

流動資産　―　繰延税金資産 65,795

固定資産　―　繰延税金資産 2,825

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)

住民税均等割 0.7

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

6.8

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△6.3

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
43.0

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

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略して

おります。
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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 161円94銭

１株当たり当期純利益 4円12銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 3円74銭

　当社は、平成16年12月30日付で株式1株につき2株の株

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

合の前事業年度における1株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

1株当たり純資産額 127円54銭

1株当たり当期純利益 　7円40銭

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

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。

１株当たり純資産額   146円59銭

１株当たり当期純損失（△） △12円13銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり純損失である

ため記載しておりません。

　（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。

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又は当期純損失金

額

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 81,480 △267,141

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
81,480 △267,141

期中平均株式数（千株） 19,766 22,015

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（千株） 1,985 －

（うち新株引受権） (545) (－)

（うち新株予約権） (1,438) (－)

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

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権

平成16年６月29日の定時株主

総会決議

353個

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権

平成16年６月29日の定時株主

総会決議

331個

平成17年６月29日の定時株主

総会決議

526個
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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．連結財務諸表等（１）連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

「１．連結財務諸表等（１）連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

７．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

該当事項はありません。

３．監査役の異動

　該当事項はありません。
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