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決算取締役会開催日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 定時株主総会開催日

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000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 (記載金額は、表示単位未満切捨）

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 （ ） （ ） （ ）

当 期 純 利 益

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

１８年３月期 ( )

１７年３月期 ( )

(注)①期中平均株式数 18年３月期　 9,898,421株　　 17年３月期　 9,758,811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

中　間 期　末
円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

１８年３月期

１７年３月期

(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

(注)①期末発行済株式数 18年３月期　13,186,380株　　 17年３月期　 9,757,700株

　　②期末自己株式数 18年３月期　     4,070株     17年３月期    　 3,750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）

中　間 期　末
百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

0 00

00 0 00

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）　14円90銭

　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。
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１　個別財務諸表等

　（1）貸借対照表

当事業年度 前事業年度 増減
平成18年３月31日 平成17年３月31日 (△印は減)

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 547,379 431,097

  ２　受取手形 73,011 －

　３　売掛金 ※１ 1,004,674 1,322,417

　４　製品 1,014,827 411,042

　５　原材料 5,408 5,665

　６　仕掛品 1,006,222 998,512

　７　前渡金 62,378 134,870

　８　前払費用 11,363 7,619

　９　繰延税金資産 － 20,907

　10　未収消費税等 70,602 －

　11　その他 36,659 2,208

　　　貸倒引当金 △18,561 △1,200

　　流動資産合計 3,813,966 85.4 3,333,141 79.4 480,824

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　 (1)　建物 143,537 184,779

　　　　減価償却累計額 97,776 45,760 93,717 91,061

　 (2)　車両運搬具 － 2,612

　　　　減価償却累計額 － － 1,576 1,035

　 (3)　工具器具備品 569,547 659,757

　　　　減価償却累計額 465,335 104,212 450,151 209,605

　 (4)　貸与機器 127,119 －

　　　　減価償却累計額 8,422 118,697 － －

　 (5)　土地 118,433 205,177

　    有形固定資産合計 387,103 8.6 506,880 12.1 △119,776

　２　無形固定資産

　 (1)　営業権 97,742 130,323

　 (2)　ソフトウェア 92,131 156,461

　 (3)　電話加入権 1,333 1,333

      無形固定資産合計 191,207 4.2 288,118 6.8 △96,911

　３　投資その他の資産

　 (1)　投資有価証券 8,103 4,293

　 (2)　関係会社株式 4,200 4,200

　 (3)　出資金 5,050 5,100

　 (4)　延滞債権 ※４ 96,055 96,055

　 (5)　長期前払費用 － 8

　 (6)　差入保証金 48,393 40,191

　 (7)　長期未収入金 ※１ 44,976 89,814

　 (8)　その他 1 1

　 　 　貸倒引当金 △141,031 △167,474

　　　投資その他の資産合計 65,748 1.5 72,189 1.7 △6,440

　　固定資産合計 644,058 14.4 867,187 20.6 △223,128

Ⅲ　繰延資産

　１　新株発行費 4,142 －

　２　社債発行費 4,266 －

　　繰延資産合計 8,408 0.2 － － 8,408

　　資産合計 4,466,433 100.0 4,200,329 100.0 266,104

－ ２ －



当事業年度 前事業年度 増減
平成18年３月31日 平成17年３月31日 (△印は減)

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　支払手形 326,172 204,755

　２　買掛金 421,877 907,828
　３　一年内償還予定
　　　社債

100,000 －

　４　短期借入金 1,100,000 1,520,000
　５　関係会社
　　　短期借入金

700,000 －

　６　一年内返済予定
　　　長期借入金

101,500 3,000

　７　未払金 57,594 70,484

　８　未払費用 22,204 26,249

　９　未払法人税等 17,916 18,069

　10　未払消費税等 － 5,444

　11　前受金 765 189,765

　12　預り金 9,074 10,549

　13　賞与引当金 14,015 －

　　流動負債合計 2,871,120 64.3 2,956,148 70.3 △85,028

Ⅱ　固定負債

　１　社債 350,000 －

　２　長期借入金 175,000 1,500

　３　繰延税金負債 2,885 1,335

　４　その他 30,000 －

　　固定負債合計 557,885 12.5 2,835 0.1 555,050

　　負債合計 3,429,005 76.8 2,958,983 70.4 470,021

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 2,495,050 55.8 1,894,975 45.1 600,075

Ⅱ　資本剰余金

　１　資本準備金 2,822,280 2,222,205

　　資本剰余金合計 2,822,280 63.2 2,222,205 52.9 600,075

Ⅲ　利益剰余金

　１　利益準備金 28,000 28,000

　２　当期未処理損失 4,308,848 2,902,684

　　利益剰余金合計 △4,280,848 △95.8 △2,874,684 △68.4 △1,406,163

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

4,205 0.1 1,946 0.1 2,259

Ⅴ　自己株式 ※３ △3,259 △0.1 △3,095 △0.1 △163

　　資本合計 1,037,428 23.2 1,241,345 29.6 △203,917

　　負債・資本合計 4,466,433 100.0 4,200,329 100.0 266,104

－ ３ －



　（2）損益計算書

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17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
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高
　１　製品売上高 ※１ 2,613,328 2,031,810
　２　ロイヤリティ収入 ※１ 7,848 2,621,176 100.0 885,665 2,917,475 100.0 △296,298
Ⅱ　売上原価
　１　期首製品たな卸高 411,042 230,720
　２　合併による製品受入高 － 11,261
　３　当期製品製造原価 ※３ 3,155,765 1,975,859
　　　計 3,566,807 2,217,842
　４　他勘定振替高 ※２ 281,932 91,440
　５　期末製品たな卸高 1,014,827 2,270,046 86.6 411,042 1,715,360 58.8 554,686
　　　売上総利益 351,130 13.4 1,202,115 41.2 △850,984
Ⅲ　販売費及び一般管理費
　１　広告宣伝費 14,817 7,357
　２　役員報酬 43,979 56,474
　３　給与手当 280,435 195,347
　４　賞与手当 17,015 －
　５　賞与引当金繰入額 14,015 －
　６　福利厚生費 40,390 26,493
　７　支払手数料 79,290 46,177
　８　租税公課 18,711 19,136
　９　賃借料 73,219 37,354
　10　旅費交通費 82,682 36,631
　11　研究開発費 ※３ 227,032 419,910
　12　減価償却費 10,308 6,954
　13　営業権償却 32,580 32,580
　14　補修費 17,253 18,503
　15　貸倒引当金繰入額 － 900
　16　その他 132,202 1,083,935 41.4 40,305 944,127 32.4 139,807
　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△732,804 △28.0 257,988 8.8 △990,792

Ⅳ　営業外収益
　１　受取利息 0 263
　２　受取配当金 48 45
　３　賃貸料収入 6,840 6,840
　４　為替差益 264 －
　５　その他 970 8,123 0.3 262 7,410 0.3 712
Ⅴ　営業外費用
　１　支払利息 ※１ 26,158 21,786
　２　手形売却損 5,842 －
　３　為替差損 － 1,953
　４　差入保証金償却 － 11,687
　５　その他 8,015 40,016 1.5 － 35,427 1.2 4,588
　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△764,696 △29.2 229,971 7.9 △994,668

Ⅵ　特別利益
　１　貸倒引当金戻入額 26,442 26,442 1.0 2,500 2,500 0.1 23,942
Ⅶ　特別損失
　１　固定資産除却損 ※４ 64,952 3,210
　２　減損損失 ※５ 128,975 －
　３　たな卸資産評価損 175,468 182,650
　４　製品改良対策費 242,618 －
　５　貸倒引当金繰入額 25,360 637,374 24.3 － 185,860 6.4 451,513
　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前当期純損失(△)

△1,375,628 △52.5 46,610 1.6 △1,422,239

　　  法人税、住民税
　　  及び事業税

9,626 1,360

　　　法人税等調整額 20,907 30,534 1.1 － 1,360 0.0 29,174
　　　当期純利益又は
　　　当期純損失(△)

△1,406,163 △53.6 45,250 1.6 △1,451,413

　　　前期繰越損失 2,902,684 2,947,935 △45,250
　    当期未処理損失 4,308,848 2,902,684 1,406,163

増減
(△印は減)

－ ４ －



　　　 製造原価明細書

当事業年度 前事業年度
自 平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至 平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

Ⅰ　材料費

Ⅱ　労務費 ※２

Ⅲ　経費 ※３

　　　当期総製造費用

　　　期首仕掛品たな卸高

　　　合併による仕掛品受入高

　　　計

　　　他勘定振替高 ※４

　　　期末仕掛品たな卸高

　　　当期製品製造原価

 (注)

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

　１　原価計算の方法 　１　原価計算の方法

　　　　個別実際原価計算によっております。 　　　　個別実際原価計算によっております。

※２　労務費の主な内訳 ※２　労務費の主な内訳

　　　　給与手当 千円 　　　　給与手当 千円

※３　経費の主な内訳 ※３　経費の主な内訳

　　　　外注費 千円 　　　　外注費 千円

　　　　支払ロイヤリティ 　　　　支払ロイヤリティ

　　　　賃借料 　　　　賃借料

　　　　減価償却費 　　　　減価償却費

※４　他勘定振替高の内訳 ※４　他勘定振替高の内訳

　　　　研究開発費への振替額 235,303 千円 　　　　研究開発費への振替額 417,586 千円

　　　　特別損失への振替額 118,276 　　　　特別損失への振替額 91,210

　　　　その他 84,579 　　　　その他 56,404

　　　　　合計 438,159 　　　　　合計 565,201

　（3）損失処理案

当事業年度 前事業年度
株主総会予定日 株主総会承認日

平成18年６月27日 平成17年６月27日

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（当期未処理損失の処理）

Ⅰ　当期未処理損失

Ⅱ　次期繰越損失

72,448

1,512

2,902,684

438,159

1,006,222

3,155,765

998,512

1,975,859

注記
番号

注記
番号

4,600,147

3,601,635

998,512

－

218,499

180,675

190,323

2,724,337

740,906

565,201

100.0

11,411

3,539,573

4,308,848

4,308,848 2,902,684

1,406,163

1,406,163

△262,373

増減
(△印は減)

1,645,639

416,855

1,179,905

63,272

187,355

480,872

2,031,32484.5

2,787,255

17.2

72.9

100.0

△11,411

1,060,573

△182,604

1,012,286

814,379

257,605

619

33,183

増減
(△印は減)

275,058 64,466339,525 9.99.4

6.1

3,043,610

－ ５ －



　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

　当社は、当事業年度において、732百万円の営業損 ――――――――――

失を計上し、連結財務諸表に記載のとおり連結営業キ

ャッシュ・フローについても前連結会計年度のマイナ

ス計上に引き続き当連結会計年度もマイナスとなって

おり、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる

事象又は状況が存在します。

　当社は、本年第２四半期より遊技場向けプリペイド

カードシステムの直販体制を整備するとともに、紙幣

収納型カードユニットの機能充実をはかるため抜本的

改良を実施し、第3四半期以降市場導入いたしました。

　この改良した製品を中心に、来期は積極的な受注活

動を行うことにより、売上高、営業利益を確保し、更

に購買・製造管理体制の強化を親会社であるアルゼ㈱

の協力を得て推進し、より一層のコストダウンを実現

することで収益力の向上とキャッシュ・フローの改善

を図ってまいります。

　通信機器関連事業においてもBaMBoo Link関連製品

の開発活動が一巡し、来期より販売活動を本格化する

ことによる業績の改善を計画しております。

　また、当社の親会社であるアルゼ㈱からは、当社の

業績改善のために必要な支援をする旨の了解を頂いて

おり、平成18年３月にはアルゼ㈱より12億円の第三者

割当増資を受け、財務内容を強化しております。

　財務諸表は､継続企業を前提として作成されており､

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。

－ ６ －



　重要な会計方針

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

１　有価証券の評価基準 (1) 子会社株式及び関連会社株式 (1) 子会社株式及び関連会社株式

　　及び評価方法 　　移動平均法による原価法によって 同左

　おります。

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券

　①時価のあるもの 　①時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価 同左

　法（評価差額は部分資本直入法によ

　り処理し、売却原価は移動平均法に

　より算定）によっております。

　②時価のないもの 　②時価のないもの

　　移動平均法による原価法によって 同左

　おります。

２　たな卸資産の評価基準 (1) 製品・原材料 (1) 製品・原材料

　　及び評価方法 　　総平均法による原価法によってお 同左

　ります。

(2) 仕掛品 (2) 仕掛品

　　個別法による原価法によっており 同左

　ます。

３　固定資産の減価償却の (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

　　方法 　　定率法によっております。 同左

　　なお、主な耐用年数は以下のとお

　りであります。

　　建物及び構築物

１０～４７年

　　工具器具備品及び貸与機器

２～１５年

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

　　定額法によっております。 同左

　　なお、自社利用ソフトウェアにつ

　いては社内における利用可能期間

　（３年又は５年）に基づく定額法に

　よっております。

(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用

　　定額法によっております。 同左

　　なお、償却期間については法人税

　法に規定する方法と同一の基準によ

　っております。

４　繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 (1) 　　 ――――――――

　  商法施行規則に規定する 長期間

  (３年間)で均等償却しております。

(2) 社債発行費 (2) 　　 ――――――――

　  商法施行規則に規定する 長期間

  (３年間)で均等償却しております。

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒による損失に備えるた 同左

　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。

項目
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当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

(2) 賞与引当金 (2) 　　 ――――――――

　  従業員に対する賞与の支給に充て

  るため、支給見込額のうち当事業年

  度の負担額を計上しております。

  （追加情報）

　  従来、従業員の給与支給額は、年

  間給与総額で決定する方法であった

  ため、賞与引当金の計上は不要でし

　たが、給与規定の改定に伴い、一部

　の従業員については営業成績に連動

　した賞与を別途支給することになっ

　たため、当事業年度より賞与引当金

　を計上することにいたしました。

　　この結果、営業利益、経常利益及

　び税引前当期純利益が、それぞれ

　14,015千円減少しております。

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 同左

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。

７　その他財務諸表作成の (1) 消費税等の会計処理　　　 (1) 消費税等の会計処理　　　

　　ための重要な事項 　　税抜方式によっております。 同左

項目
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　会計処理の変更

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17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　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。

　この結果､税引前当期純利益が128,975千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、当該各資産の金

額から直接控除しております。

　表示方法の変更

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

―――――――――― （損益計算書）

　前事業年度まで「製品評価損」として表示しており

ましたが、当事業年度において、仕掛品の評価損が発

生したため、製品の評価損と一括して「たな卸資産評

価損」として表示することといたしました。

　なお、たな卸資産評価損の内訳は次のとおりであり

ます。

　製品 91,440 千円

　仕掛品 91,210 千円
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　注記事項

　 (貸借対照表関係）

当事業年度 前事業年度
平成18年３月31日 平成17年３月31日

※１　　　　　―――――――――― ※１　関係会社に対する主な資産・負債

　　　区分掲記した以外で各科目に含まれているもの

　　は次のとおりであります。

　　　売掛金 89,527 千円

　　　長期未収入金 89,814

※２　会社が発行する株式の総数 ※２　会社が発行する株式の総数

　　　　　　　　　　　普通株式 36,000,000 株 　　　　　　　　　　　普通株式 36,000,000 株

　　　発行済株式総数　普通株式 13,190,450 株 　　　発行済株式総数　普通株式 9,761,450 株

※３　会社が保有する自己株式の数は、普通株式で ※３　会社が保有する自己株式の数は、普通株式で

　　4,070株であります。 　　3,750株であります。

※４　延滞債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10 ※４　　　　　　　　　同左

　　号に規定する債権であります。

　５　偶発債務 　５　　　　　――――――――――

　　　当社が一部周辺機器の開発製造を委託していた

　　東和メックス㈱より、平成17年７月29日付で東京

　　地方裁判所において、代金等支払請求訴訟（請求

　　額29,610千円)が提起されております。

　　　これに対して当社は平成18年1月25日付で、支

　　払済み委託料返還請求訴訟（訴額67,011千円）を

　　反訴提起しており、現在係争中であります。

　６　受取手形割引高 18,620 千円 　６　　　　　――――――――――

　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 　　　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 　　時価を付したことにより増加した純資産額は

　　4,205千円であります。 　　1,946千円であります。

　８　資本の欠損の額は､4,312,107千円であります。 　８　資本の欠損の額は､2,905,780千円であります。
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　　(損益計算書関係）

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

※１　関係会社に係る取引の内訳は次のとおりであり ※１　関係会社に係る取引の内訳は次のとおりであり

　　ます。 　　ます。

        売上 1,433,656 千円         売上 1,040,201 千円

　　　　関係会社への支払利息 7,260 　　　　関係会社への支払利息 6,298

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

　　　　特別損失への振替額 148,000 千円 　　　　特別損失への振替額 91,440 千円

　　　　固定資産への振替額 132,239

　　　　その他 1,693

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開 ※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

　　発費の総額は次のとおりであります。 　　発費の総額は次のとおりであります。

227,032 千円 419,945 千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

　　す。 　　す。

　　　　工具器具備品 64,870 千円 　　　　建物 2,838 千円

　　　　車両運搬具 81 　　　　工具器具備品 372

※５　減損損失 ※５　　　　　――――――――――

　  ①減損損失の内容

　　  1)用途・・・賃貸用住宅

　　  2)場所・・・東京都世田谷区

　　  3)金額・・・土地 86,744 千円

　　　　　　　　　建物 42,231

　　　　　　 　　　 計 128,975

　  ②減損損失を認識するに至った経緯

　　　  地価が著しく下落したため減損損失を認識し

      ました。

　  ③グルーピングの方法

        原則として事業部別に区分し、賃貸用住宅に

　　  ついては、個々の物件を単位としております。

　　④回収可能価額の算定方法等

　　　　当該資産の回収可能価額は、使用価値により

　　　測定しており、将来キャッシュ・フローを3.6

　　　％で割り引いて算定しております。
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　　(リース取引関係）

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17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 　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 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 (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 　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）

取得価額
相当額

（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

工具器具備品 7,369 2,502 工具器具備品 7,369 1,028

ソフトウェア 3,167 2,164 ソフトウェア 3,167 1,531

合計 10,537 4,667 合計 10,537 2,559

(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 千円 　　　１年以内 千円

　　 １年超 　　　１年超

　　　 合計 　　　合計

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

  相当額   相当額

　　支払リース料 千円 　　支払リース料 千円

　　減価償却費相当額 　　減価償却費相当額

　　支払利息相当額 　　支払利息相当額

(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 同左

　る定額法によっております。

(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 同左

  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リます。

　　(有価証券関係）

　　 当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び前事業年度（自平成16年４月１日　至

　 平成17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。

期末残高
相当額

（千円）

4,866

1,003

5,870

2,112

3,851

5,964

期末残高
相当額

（千円）

6,340

1,636

7,977

2,077

5,964

8,041

2,197

2,107

120

1,918

1,828

112
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　　(税効果会計関係）

当事業年度 前事業年度
平成18年３月31日 平成17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 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 　別の内訳

（単位：千円） （単位：千円）

　　繰延税金資産（流動） 　　繰延税金資産（流動）

　　　たな卸資産評価損 　　　たな卸資産評価損

　　　その他 　　　繰越欠損金

　　繰越税金資産（流動）小計 　　　減価償却超過額

　　評価性引当額 　　　その他

　　繰延税金資産（流動）合計 　　繰越税金資産（流動）小計

　　評価性引当額

　　繰延税金資産（固定） 　　繰延税金資産（流動）合計

　　　貸倒引当金損金算入限度超過額 　　繰延税金資産（固定）

　　　減損損失 　　　貸倒引当金損金算入限度超過額

　　　営業権償却超過額 　　　営業権償却超過額

　　　投資有価証券評価損 　　　投資有価証券評価損

　　　ゴルフ会員権評価損 　　　ゴルフ会員権評価損

　　　繰越欠損金 　　　繰越欠損金

　　繰延税金資産（固定）小計 　　繰延税金資産（固定）小計

　　評価性引当額 　　評価性引当額

　　繰延税金資産（固定）合計 　　繰延税金資産（固定）合計

　　繰延税金負債（固定） 　　繰延税金負債（固定）

　　　その他有価証券評価差額金 　　　その他有価証券評価差額金

　　繰延税金負債（固定）合計 　　繰延税金負債（固定）合計

　　繰延税金負債の純額 　　繰延税金資産の純額

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 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 　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の内訳 　原因となった主要な項目の内訳

　　法定実効税率 40.69 ％ 　　法定実効税率 40.69 ％

　　　（調整） 　　　（調整）

　　評価性引当額 △42.03 　　評価性引当額 △44.47

　　住民税均等割 △0.70 　　住民税均等割 4.92

　　その他 △0.18 　　その他 1.78

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.22 　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.92

3,001

488

181,714

68,145

1,527

7,324

1,335

19,572

1,527

7,324

1,044,625

157,317

20,907

△160,807

20,907

834,932

228,835

12,432

925,185

△925,185

1,335

－

1,176,599

2,885

2,885

△1,176,599

－

2,885

241,267

△241,267

－

13,25713,257

52,480

57,386
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　　(重要な後発事象）

当事業年度 前事業年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

―――――――――― １　ＯＥＭ供給の変更

　プリペイドカードシステム関連製品のラインアップ

が充実したことにより、相手先ブランド（ＯＥＭ）に

よる製品供給を中心とした事業戦略を改め、自社ブラ

ンド製品の直販体制を全国規模で立ち上げることと致

しました。

　この事業戦略を踏まえ、平成17年４月22日付で、Ｏ

ＥＭ先であるナスカ株式会社の主要株主が変更になり

ましたことから、市場における同一製品の競合を回避

し、自社ブランドの早期確立をはかる観点より、平成

17年６月以降、当社製品をナスカ株式会社に対しＯＥ

Ｍ供給することを中止し、平成16年12月24日付「売買

契約書」を一部変更する旨の覚書を平成17年４月26日

付で締結致しました。

　本変更により、ナスカ株式会社向け売上は、当営業

年度売上部分も含めた契約金額1,847百万円に対し、

1,234百万円に減少致しますが、ＯＥＭ製品の開発費､

保守費用を別途ナスカ株式会社より受領することによ

り、営業利益段階においては、概ね契約当初予定して

いた金額を達成する見込です。

２　役員の移動

（１）代表者の異動
　　該当事項はありません

（２）その他の役員の移動
　　①退任予定取締役
　　　（社外取締役）　鍋島弘臣
　　②退任予定監査役
　　　（社外監査役）　上畠正教
　　③新任監査役候補
　　　（社外監査役）　金子昌紀（現　㈱コマツゼネラルサービス常務取締役）
　　　（社外監査役）　針ヶ谷正和（現　アルゼ㈱　管理本部経理部次長）
　　　　金子昌紀氏及び針ヶ谷正和氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役の候補者です。
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