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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 25 日

 

 
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 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

百万円 
9,357 
8,277 

％ 
13.0 
7.2 

百万円 
384 
361 

％ 
6.1 
41.9 

百万円 
286 
280 

％ 
2.4 
68.2 

 

 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 
265 

△107 

％ 
― 
― 

円 銭 
18 67 
△8 00 

円 銭 
― 
― 

％ 
37.1 

△18.7 

％ 
3.5 
3.1 

％ 
3.1 
3.4 

(注) ① 期中平均株式数 
  18年 3月期  14,238,883株  17年 3月期  13,492,449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 

 
18年 3月期 
17年 3月期 

円 銭 
0 00 
0 00 

円 銭 
― 
― 

円 銭 
0 00 
0 00 

百万円 
― 
― 

％ 
― 
― 

％ 
― 
― 

(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 
8,197 
8,266 

百万円 
926 
508 

％ 
11.3 
6.2 

円 銭 
63 98 
37 69 

(注) ① 期末発行済株式数 
  18年 3月期  14,486,431株  17年 3月期  13,491,067株 
 ② 期末自己株式数 
  18年 3月期  13,569株  17年 3月期  8,933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 
4,749 
9,932 

百万円 
83 
321 

百万円 
50 
193 

円 銭 
― 
― 

円 銭 
― 

0 00 

円 銭 
― 

0 00 
(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期)  13円32銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料
発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。 
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（１）財務諸表

　　①貸借対照表
（単位：千円）

資産の部 % %

流動資産  2,635,305 31.9  2,732,449 33.3  97,144

現金及び預金  570,098  503,153 △ 66,944

受取手形  66,782  54,194 △ 12,587

営業未収金  1,557,400  1,742,898  185,498

商品  11,045  14,232  3,187

仕掛品  243,189  192,786 △ 50,402

貯蔵品  593  477 △ 115

前払費用  27,694  29,084  1,389

繰延税金資産  94,550  129,034  34,484

その他  65,270  68,410  3,140

貸倒引当金 △ 1,318 △ 1,822 △ 504

固定資産  5,631,676 68.1  5,465,018 66.7 △ 166,658

有形固定資産 ※3  4,661,347 56.4  4,449,125 54.3 △ 212,222

建物 ※1  1,810,431  1,651,229 △ 159,202

構築物  23,809  21,244 △ 2,564

機械装置  278,709  234,431 △ 44,277

船舶  8,706  5,832 △ 2,873

車両運搬具  4,738  3,936 △ 802

工具器具備品  11,769  9,267 △ 2,502

土地 ※1,8  2,523,182  2,523,182          －

無形固定資産  146,994 1.8  303,293 3.7  156,298

営業権          －  160,000  160,000

借地権  73,542  73,542          －

ソフトウエア  73,096  69,498 △ 3,597

その他  356  252 △ 103

投資その他の資産  823,334 9.9  712,600 8.7 △ 110,734

投資有価証券 ※1,2  284,710  193,503 △ 91,207

関係会社株式  113,625  142,625  29,000

出資金  482  482          －

長期貸付金          －  120  120

長期前払費用  267  200 △ 66

繰延税金資産  260,567  222,150 △ 38,416

会員権  97,850           － △ 97,850

その他  84,904  153,518  68,614

貸倒引当金 △ 19,071 △ 0 19,071

資産合計  8,266,982 100.0 8,197,468 100.0 △ 69,514

金　　　　額

１．財務諸表等

当事業年度

（平成17年03月31日現在）

資　　　　　　  産　　　　　　  の　　　　　　  部

前期比増減
（平成18年03月31日現在）

前事業年度

金　　　額科               目 金　　　　額 構成比構成比
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（単位：千円）

負債の部 % %

流動負債  4,278,350 51.7  4,397,368 53.6  119,018

支払手形  14,212  4,826 △ 9,385

営業未払金  595,767  637,834  42,066

短期借入金 ※1  2,721,000  1,710,000 △ 1,011,000

一年以内に返済予定の長期借入金 ※1  395,900  1,383,400  987,500

未払金  11,271  27,565  16,294

未払費用  52,937  66,262  13,324

未払法人税等  12,991  128,535  115,543

未払消費税等  44,513  36,673 △ 7,840

前受金  46,652  46,084 △ 568

預り金 ※2  150,455  69,530 △ 80,924

賞与引当金  223,464  279,408  55,943

その他  9,184  7,248 △ 1,936

固定負債 3,480,190 42.1 2,873,242 35.1 △ 606,948

長期借入金 ※1 2,872,500 2,089,100 △ 783,400

再評価に係る繰延税金負債 70,235 70,235          －

退職給付引当金 428,322 608,246  179,923

役員退職慰労引当金 21,650 15,500 △ 6,150

預り保証金 87,483 90,160  2,677

負債合計 7,758,541 93.8 7,270,610 88.7 △ 487,930

資本の部  

 資本金 ※4 675,000 8.2 765,000 9.3  90,000

 資本剰余金  

　 資本準備金 35,000 125,000  90,000

     資本剰余金合計 35,000 0.4 125,000  1.5  90,000

 利益剰余金  

　 利益準備金 155 155          －

　 任意積立金 2,905 2,905          －

　　 別途積立金 2,905  2,905           －

　 当期未処理損失 375,979 110,085  265,893

     利益剰余金合計 △ 372,919 △ 4.5 △ 107,025 △ 1.3  265,893

 土地再評価差額金  105,352 1.3  105,352  1.3          －

 その他有価証券評価差額金  67,323  0.8  41,021  0.5 △ 26,301

 自己株式 ※5 △ 1,316 △ 0.0 △ 2,491 △ 0.0 △ 1,175

資本合計  508,440  6.2  926,857  11.3  418,416

負債及び資本合計 8,266,982 100.0 8,197,468 100.0 △ 69,514

科               目 構成比 金　　　　額金　　　　額

（平成17年03月31日現在）
前事業年度

構成比

（平成18年03月31日現在）
当事業年度

前期比増減

金　　　額

負　　 債　　 及　 　び　 　資　 　本　 　の　 　部
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　　②損益計算書
（単位：千円）

% %

営業収益 8,277,723 100.0 9,357,095 100.0 1,079,372

   

営業原価  7,609,513 91.9  8,564,290 91.5  954,776

   

　売上総利益 668,209 8.1 792,805 8.5 124,595

販売費及び一般管理費 ※1 306,406 3.7 408,782 4.4 102,376

   

　営業利益 361,803 4.4 384,022 4.1 22,219

営業外収益  7,638 0.1  5,178 0.1 △ 2,459

受取利息  35  48  13

受取配当金  3,589  2,563 △ 1,025

保険取扱手数料  1,412  1,435  23

受取助成金  1,016 1,016          －

その他  1,584  114 △ 1,469

   

営業外費用  89,439 1.1  102,618 1.1  13,178

支払利息  83,288  62,010 △ 21,278

営業権償却費          －  40,000  40,000

その他  6,150  607 △ 5,543

   

経常利益  280,002 3.4  286,583 3.1  6,581

特別利益  86,942 1.1  133,397 1.4  46,454

前期損益修正益 ※2 2,380          － △ 2,380

固定資産売却益 ※3  12,359  20 △ 12,339

投資有価証券売却益  72,203  132,988  60,785

その他           －  388  388

   

特別損失  509,358 6.2  15,466 0.2 △ 493,891

固定資産売却損 ※4 259,724          － △ 259,724

固定資産除却損 ※5  9,271  524 △ 8,746

ゴルフ会員権売却損          －  14,917  14,917

温泉利用宣伝権除却損  194,174           － △ 194,174

その他  46,188  24 △ 46,163

   

税引前当期純利益 △ 142,414 △ 1.7  404,513  4.3  546,927

法人税、住民税及び事業税 3,168  0.0 117,153  1.3  113,984

法人税等調整額 △ 37,629 △ 0.4  21,466  0.2 59,095

当期純利益 △ 107,953 △ 1.3  265,893  2.8  373,846

前期繰越損失  264,469  375,979   111,509

再評価差額金取崩額 3,556           － △ 3,556

当期未処理損失 375,979 110,085 △ 265,893

科               目 金　　　額

自　平成16年4月01日 自　平成17年4月01日

金　　　　額 百分比

前事業年度 当事業年度

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

金　　　　額 百分比

前期比増減
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　　③損失処理案
（単位：千円）

科               目

当期未処理損失 375,979 110,085 △ 265,893

これを次のとおり処理します。    

次期繰越損失  375,979  110,085 △ 265,893

   

金　　　　額 金　　　額

前期比増減自　平成16年4月01日 自　平成17年4月01日

至　平成17年3月31日 至　平成18年3月31日

金　　　　額

前事業年度 当事業年度
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（重要な会計方針） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 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 

   総平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算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 

     は総平均法により算定） 

   時価のないもの 

    総平均法による原価法 

同左 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 ２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

    時価法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1)商   品 最終仕入原価法による原価法 

(2)仕 掛 品 個別法による原価法 

(3)貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法 

同左 

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

   建物、機械装置および船舶については定額法、その他の 

有形固定資産については定率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    ７～５０年 

(2)無形固定資産 

   定額法 

   なお、ソフトウエア（自社利用分）については社内にお 

ける利用可能期間（５年）による定額法によっておりま 

す。 

(1)有形固定資産 

   建物、機械装置および船舶については定額法、その他の 

有形固定資産については定率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    ７～４３年 

(2)無形固定資産 

同左 

 

５．引当金の計上基準 ５．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検討し、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、支給見込額のうち当 

   期の負担額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

(2)賞与引当金 

   同左 
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前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

(3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に備えるため、当期末における 

退職給付債務を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期 

   末要支給額を計上しております。 

６．リース取引の処理方法 

(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 

付債務を計上しております。 

（会計方針の変更） 

退職給付に係る会計処理は、前事業年度において退職給

付債務の計算を簡便法によっておりましたが、当事業年

度から当社は、原則法により計算する方法へ変更してお

ります。 

この変更は、当事業年度の従業員数の増加等に伴い、退

職給付債務の数理計算に用いられる基礎率の推定につい

て一定の有効性が確保されることによって、原則法によ

る計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られたこと

から、退職給付費用の期間損益計算をより適正化するた

めに行ったものであります。 

この結果、前事業年度と同一の方法によった場合に比べ、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益は60,478千

円少なく計上されております。 

 

(4)役員退職慰労引当金 

   同左 

 

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 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。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

    金利スワップ 

   ヘッジ対象 

    金利変動により影響を受ける長期借入金利息 

(3)ヘッジ方法 

   当社所定の社内承認手続を行った上で、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。 

(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、 

有効性の評価の判定を省略しております。 

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 ８．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 

  税抜方式によっております。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

（会計処理の変更） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03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

の増減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））および「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04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

 （貸借対照表） 

                  前事業年度まで区分掲記しておりました「会員権」（当事業年度

65,850千円）は、資産の総額の100分の1以下であるため、当

事業年度においては、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。 

 

（追加情報） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03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およ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 9,871 千円増加し、営業利

益および経常利益が同額減少し、税引前当期純損失が、同額増

加しております。 
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（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成17年03月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年03月31日現在） 

※１．①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担 

保に供されております。 

※１．①の債務に対し、②の資産が③の内容によりそれぞれ担 

保に供されております。 

①債務 

  短期借入金       2,576,000千円 

（１年以内に返済予定のもの395,900千円を含む） 

  長期借入金       2,872,500 

   計          5,448,500千円 

②担保に供した資産    （帳簿価額） 

  建物          1,708,714千円 

  土地          2,128,002 

  投資有価証券         45,844 

   計          3,882,561千円 

③担保の内容 

    根抵当（極度額） 

   中央三井信託銀行㈱   3,000,000千円 

   ㈱静岡銀行       1,200,000 

   ㈱清水銀行         600,000 

   商工組合中央金庫      600,000 

①債務 

   短期借入金       2,653,400千円 

（１年以内に返済予定のもの1,308,400千円を含む） 

 長期借入金       1,864,100 

    計          4,517,500千円 

②担保に供した資産    （帳簿価額） 

 建物          1,553,491千円 

 土地          2,128,002 

   投資有価証券         45,844 

    計          3,727,337千円 

③担保の内容 

    根抵当（極度額） 

  中央三井信託銀行㈱   3,000,000千円 

   ㈱静岡銀行       1,200,000 

   ㈱清水銀行         600,000 

  商工組合中央金庫      600,000 

※２．貸付有価証券および預り金  

上場株式 131,399 千円を融資機関に貸出しております。また、

当該貸付有価証券に係る現金による受入保証金 105,212千円は

「預り金」として表示しております。 

                  

※３．有形固定資産の減価償却累計額 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 

                                    2,998,730 千円                                     3,203,612 千円 

※４．会社が発行する株式 ※４．会社が発行する株式 

    普通株式                      52,800,000株     普通株式                      52,800,000株 

発行済株式総数 発行済株式総数 

    普通株式                      13,500,000株     普通株式                      14,500,000株 

※５．当社の保有する自己株式の数 ※５．当社の保有する自己株式の数 

    普通株式                           8,933株     普通株式                          13,569株 

６．商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 ６．商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 

           67,323 千円 41,021 千円 

７．資本の欠損の額          374,390千円 ７．資本の欠損の額          109,671千円 
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前事業年度 

（平成17年03月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年03月31日現在） 

※８．土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年03月31日公布、平

成13年03月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価

を行い、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税

金負債｣として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年03月31日公

布、平成11年03月31日改正）第2条第3号に定める固定資産

税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用しており

ます。 

再評価を行った年月日        平成13年03月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価

額との差額              △967,397千円 

※８．土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年03月31日公布、平

成13年03月31日改正公布）に基づいて事業用の土地の再評価

を行い、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延税

金負債｣として負債の部に、残額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年03月31日公

布、平成11年03月31日改正）第2条第3号に定める固定資産

税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用しており

ます。 

再評価を行った年月日        平成13年03月31日 

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価

額との差額             △1,057,624千円 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、 

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、 

次のとおりであります。 

役員報酬 64,107千円 

給料 67,502

支払出向人件費 25,998

賞与引当金繰入額 8,377 

役員報酬 77,818千円 

給料 98,131

支払出向人件費 41,467

賞与 29,844

事務用品費 21,458

賞与引当金繰入額 14,151 
※２．前期損益修正益は、償却済差入保証金の戻り益でありま 

す。 

 

                  

※３．固定資産売却益の種類別金額は、次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の種類別金額は、次のとおりであります。 

建物          1,954千円 

土地          10,398 

電話加入権            6    

    計          12,359千円 

車輌運搬具         20千円 

※４．固定資産売却損の種類別金額は、次のとおりであります。  

建物          8,599千円 

土地         249,883 

電話加入権        1,240    

 計         259,724千円 

                  

※５．固定資産除却損の種類別金額は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の種類別金額は、次のとおりであります。 

建物            992千円 

車輌運搬具          107 

工具器具備品        660 

電話加入権        7,511    

 計           9,271千円 

車輌運搬具         182千円 

工具器具備品         342     

    計            524千円 
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（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03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および 

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および 

期末残高相当額 

 
 

 
取得価額相当額 

減価償却累計額 

相当額 
期末残高相当額 

  千円 千円 千円 

ソフトウェア 28,332 5,666 22,665 

合計 28,332 5,666 22,665 

 
 

 
取得価額相当額 

減価償却累計額 

相当額 
期末残高相当額 

  千円 千円 千円 

ソフトウエア 28,332 11,332 16,999 

合計 28,332 11,332 16,999 

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年以内 5,666千円 

１年超 16,999千円 

 合計 22,665千円 

(注)取得価額相当額および未経過リース料期末残高相当額は、未 

経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占め 

る割合が低いため、支払利子込み法により算出しております。 

 １年以内 5,666千円 

１年超 11,332千円 

 合計 16,999千円 

(注)取得価額相当額および未経過リース料期末残高相当額は、未 

経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占め 

る割合が低いため、支払利子込み法により算出しております 

③支払リース料および減価償却費相当額 ③支払リース料および減価償却費相当額 

 支払リース料 8,990千円 

減価償却費相当額 8,990千円  

 支払リース料 5,666千円 

減価償却費相当額 5,666千円  
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、残存簿価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 

 リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法によ 

っております。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度  （平成17年03月31日現在） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度  （平成18年03月31日現在） 

子会社株式およ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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（税効果会計関係） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03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．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  

退職給付引当金 167,053千円 

賞与引当金 89,385 

繰越欠損金 151,635 

その他 13,853 

 421,928千円 

評価性引当額 △ 21,928千円 

繰延税金資産の合計    400,000千円 

  

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △ 44,882千円 

繰延税金負債の合計 △ 44,882千円 

繰延税金資産の純額    355,117千円  

 繰延税金資産  

退職給付引当金 243,298千円 

賞与引当金 111,763 

その他 23,471 

繰延税金資産の合計 378,533千円 

 

 

 

 

 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △ 27,347千円 

繰延税金負債の合計 △ 27,347千円 

繰延税金資産の純額    351,185千円 
 

  

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

の間に重要な差異があるときの、該当差異の原因となった

主な項目別の内訳 

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

の間に重要な差異があるときの、該当差異の原因となった

主な項目別の内訳 

 税引前当期純損失のため、記載を省略しております。  法定実効税率 40.0％ 

（調整）   

住民税均等割 0.7％ 

IT投資減税 △1.7％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0％ 

繰越欠損金等によるもの △9.8％ 

税効果適用後の法人税負担率 34.2％  
    

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

１株当たり純資産額 

37円69銭 

１株当たり当期純損失 

8円00銭 

なお、潜在株式調整後1 株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 

63円98銭 

１株当たり当期純利益 

18円67銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

   当期純損失            107,953千円 

   普通株主に帰属しない金額       － 

   普通株式に係る当期純損失     107,953千円 

   普通株式の期中平均株式数    13,492,449株 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

   当期純利益            265,893千円 

   普通株主に帰属しない金額       － 

   普通株式に係る当期純利益     265,893千円 

   普通株式の期中平均株式数    14,238,883株 
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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） 

平成17年07月01日 第三者割当による増資 1,000,000 １株につき180円 90,000,000 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

 当社は、平成17年04月28日、株式会社エヌ・ティ・ティ・

データ、鈴与株式会社および鈴与商事株式会社との４社で、当

社の増資と新会社設立に関わる「基本合意書」を締結いたしま

した。 

「基本合意書」の骨子は次のとおりであります。 

基本合意書の骨子（最終契約締結までに変更の可能性あり） 

１ 増資について 

  ＮＴＴデータグループと鈴与グループの関係を強化し、双 

方の企業価値の拡大を図ることを目的として、株式会社エ 

ヌ・ティ・ティ・データが当社に資本参加することに合意 

いたしました。 

(1)発行株式数    ：普通株式 １百万株 

(2)発行方式     ：第三者割当方式 

(3)割当先 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データに全株式を割当て 

(4)発行価額等 

  基本合意書締結前６ヵ月間の終値の平均値を採用、発 

  行価額の50%を資本に組み入れ予定 

(5)申込・払込期日  ：平成17年07月01日 

２ 新会社の設立について 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、鈴与株式会社および 

当社が出資し、新会社を設立いたします。 

(1)設立の目的 

鈴与グループの高度な物流コンサルティングおよびロ 

ジスティクスシステム構築スキル保有者とＮＴＴデー 

タグループの高度なＩＴスキル保有者を集め、グロー 

バルサプライチェーンの上流から下流にわたるＳＣＭ 

ソリューションを、ＮＴＴデータグループの顧客およ 

び鈴与グループの顧客に対して提供いたします。 
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前事業年度 

自 平成16年04月01日 

至 平成17年03月31日 

当事業年度 

自 平成17年04月01日 

至 平成18年03月31日 

   (2)新会社の概要 

   商号 

    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ベル 

ＳＣＭソリューションズ 

   設立日      ：平成17年07月01日 

   所在地      ：東京本店、静岡支社 

   資本金      ：100百万円 

   株主構成 

    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  51% 

    鈴与シンワート株式会社       29% 

    鈴与株式会社            20% 

   主な事業の内容 

    システムインテグレーション事業、情報処理サービス 

事業、通信サービス事業等 

    従業員数     ：約30名（設立時） 

    役員構成 

     株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

       代表取締役社長を含む取締役 ３名 

       監査役           １名 

     鈴与グループ 

       代表取締役を含む取締役   ２名 

３ 今後の日程 

  (1)最終契約書締結予定日    平成17年06月30日 

  (2)新会社設立予定日      平成17年07月01日 

また、当社は上記「基本合意書」に基づき、平成17年06月16

日に開催された取締役会において、新株の発行の決議を行いま

した。その内容は次のとおりであります。 

 ① 募集の方法    第三者割当 

 ② 発行する株式の種類及び数 

            普通株式１百万株 

 ③ 発行価額     １株につき180円 

 ④ 発行総額      180,000,000円 

 ⑤ 発行総額のうち資本へ組入れる額 

              90,000,000円 

 ⑥ 発行のスケジュール 

   平成17年06月16日 新株式発行取締役会決議 

             有価証券届出書提出 

             新株式発行取締役会決議公告 

   平成17年06月24日 有価証券届出書効力発生日 

   平成17年07月01日 申込期日 

             払込期日 

             新株券交付日 

             資本増加日 

⑦ 新株の配当起算日  平成17年04月01日 

⑧ 資金の使途     借入金の返済に充当予定 
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２．役員の異動（平成18年 6月 29日付予定） 

 

 ① 代表者の異動 

  

    該当事項はありません。 

 

 ② 取締役の異動 

 

  ＜退 任＞ 取締役 水島 章隆 




