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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。

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 4,188
(  47.9  

)
△342 (　―　) △213 (　―　)

17年３月期 2,831 (  5.1  ) △672 (　―　) △661 (　―　)

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 △585 ( －　) △0 66 ― ― △9.4 △3.2 △5.1
17年３月期 36 ( －　) 0 07 0 05 1.5 △16.3 △23.4

（注）①期中平均株式数 18年３月期 883,595,122株 17年３月期 485,280,573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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

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 0 0 0 0 0 0 ― ― ―
17年３月期 0 0 0 0 0 0 ― ― ―

(3）財政状態 （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。

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 8,400 8,018 95.4 8 24
17年３月期 4,737 4,412 93.1 5 82

（注）①期末発行済株式数 18年３月期         972,646,860株 17年３月期 757,647,460株

②期末自己株式数 18年３月期      11,024株 17年３月期 10,424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）  

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 1,300 △250 △250 0 0 　― 　―
通　期 4,200 100 100 　― 0 0 0 0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）0円10銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第４０期
（平成17年３月31日）

第４１期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

現金及び預金 1,106 1,822  

受取手形  171 111  

売掛金 ※３ 518 593  

商品  1,171 2,869  

前渡金 － 384  

前払費用 4 2  

短期貸付金 376 －  

関係会社短期貸付金 635 331  

未収入金 － 101  

その他 37 99  

貸倒引当金 △11 △21  

流動資産合計 4,009 84.6 6,294 74.9 2,284

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

建物 184 228  

減価償却累計額 2 182 17 211  

車両運搬具 11 13  

減価償却累計額 7 3 8 4  

工具器具備品 47 95  

減価償却累計額 28 19 40 55  

土地  366  366  

建設仮勘定 51 －  

有形固定資産合計 623 13.2 637 7.6 14
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第４０期
（平成17年３月31日）

第４１期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

２．無形固定資産  

電話加入権 3 3  

その他 0 －  

無形固定資産合計 3 0.1 3 0.0 △0

３．投資その他の資産  

投資有価証券 22 537  

関係会社株式 52 77  

出資金 0 0  

関係会社長期貸付金 － 355  

従業員長期貸付金 － 0  

破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

365 676  

長期前払費用 0 0  

長期未収入金 － 243  

投資不動産 ※４ － 241  

その他 25 8  

貸倒引当金 △365 △674  

投資その他の資産合計 101 2.1 1,465 17.4 1,364

固定資産合計 727 15.4 2,106 25.1 1,378

資産合計 4,737 100.0 8,400 100.0 3,662

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

買掛金 ※３ 219 264  

未払金 24 58  

未払法人税等 32 6  

未払費用 12 17  

預り金 1 5  

賞与引当金 4 6  

前受金 － 4  

その他 29 14  

流動負債合計 324 6.9 376 4.5 51
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第４０期
（平成17年３月31日）

第４１期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債  

繰延税金負債 0 4  

その他 － 1  

固定負債合計 0 0.0 5 0.1 5

負債合計 325 6.9 382 4.6 56

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 11,721 247.4 6,150 73.2 △5,571

Ⅱ　資本剰余金   

１．資本準備金 1,893 2,035  

２．その他資本剰余金    

（１）資本金及び資本準備
金減少差益

－ 411  

資本剰余金合計 1,893 40.0 2,447 29.1 554

Ⅲ　利益剰余金  

１．当期未処理損失 9,202 △585  

利益剰余金合計 △9,202 △194.3 △585 △7.0 8,617

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

1 0.0 6 0.1 5

Ⅴ　自己株式 ※２ △0 △0.0 △0 △0.0 △0

資本合計 4,412 93.1 8,018 95.4 3,605

負債・資本合計 4,737 100.0 8,400 100.0 3,662
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(2）損益計算書

第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 2,831 100.0 4,188 100.0 1,356

Ⅱ　売上原価  

商品期首たな卸高 951 1,171  

当期商品仕入高 ※１ 2,843 5,279  

合計 3,794 6,450  

商品期末たな卸高 1,171 2,622 92.6 2,869 3,580 85.5 958

売上総利益 209 7.4 607 14.5 398

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

交通通信費 64 91  

広告宣伝費 47 47  

支払手数料 197 267  

役員報酬 29 26  

給料手当 211 258  

賞与引当金繰入額 4 6  

退職給付引当金繰入額 0 －  

貸倒引当金繰入額 － 9  

消耗品費 46 －  

租税公課 102 50  

減価償却費 10 33  

賃借料 46 －  

雑費 121 882 31.2 160 950 22.7 68

営業損失 672 △23.8 342 △8.2 330
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第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金 21 5  

為替差益 3 124  

受取手数料 15 －  

雑収入 1 41 1.5 6 137 3.3 96

Ⅴ　営業外費用  

新株発行費用 29 8  

雑損失 0 30 1.1 0 8 0.2 △22

経常損失 661 △23.4 213 △5.1 448

Ⅵ　特別利益  

債務免除益 1,421 －  

貸倒引当金戻入益 －   0    

賞与引当金戻入益 5   －    

投資有価証券売却益 －   9    

その他 0 1,427 50.4 － 10 0.2 △1,417

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損 ※２ 8 0  

投資有価証券売却損  － 2  

投資有価証券評価損 － 23  

貸倒引当金繰入額 16 351  

子会社整理損 69 －  

債権売却損 441
 
－

 

貸倒損失 100 －  

たな卸資産評価損  89 725 25.6 － 378 9.0 △347

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

39 1.4 △582 △13.9 △621

法人税、住民税及び事
業税

3 0.1 3 0.1 0

当期純利益又は当期純
損失（△）

36 1.3 △585 △14.0 △621

前期繰越損失 9,239 － △9,239

当期未処理損失 9,202 585 8,617
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(3）損失処理案

  
第４０期

（平成17年６月29日）
第４１期

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（当期未処理損失の処理）      

Ⅰ 当期未処理損失   9,202  585 

Ⅱ 損失処理額      

１．その他資本剰余金か　
　らの振替額

 ―  411  

２．資本準備金取崩額  1,893 1,893 173 585 

Ⅲ 次期繰越損失   7,309  ― 

      

（その他資本剰余金の処分）      

Ⅰ その他資本剰余金   ―  411 

Ⅱ その他資本剰余金処分額      

１．利益剰余金への振替額  ― ― 411 411 

Ⅲ その他資本剰余金次期繰越
額

  ―  ― 

      

　（注）　日付は株主総会承認日であります。

7



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、当事業年度末において、期日経過後の短期借入

金2,573百万円につき、債権者と再生プランについて協議

を重ねてまいりました結果、平成17年３月に債務の一部免

除と債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）によ

る金融支援により当期末において借入金ゼロの無借金会社

となりました。　

　この他、第三者割当増資による資金調達や、新株予約権

の発行により財務体質の強化にも成功いたしました。

　しかし、経常損益面では、661百万円の経常損失を計上

するなど赤字が続いております。このような状況は、継続

企業の前提に関する疑義が存在しております。

　これを解消するため、来期は「第二の創業の年」と位置

づけ、ダイヤモンドを中心とした宝飾品事業に特化した体

制づくりに徹し、収益源の確保と、本社事務所の移転等に

より経費削減を行いながら、安定した黒字化を進めてまい

ります。

　なお、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反映してお

りません。

 ──────────
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重要な会計方針

項目
第４０期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１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

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

……同左

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（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）

その他有価証券

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

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

商品

ダイヤの一部……個別法による原価法

その他の商品……移動平均法による原価

法

商品

ダイヤの一部……同左

その他の商品……同左

３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産………定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物及び構築物　　　　　　10～65年

無形固定資産………定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ　い

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

有形固定資産………同左

 

 

 無形固定資産………定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ　い

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。

長期前払費用………定額法 長期前払費用………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。

新株発行費

同左

新株予約権発行費

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。

新株予約権発行費

　　　　　─────
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項目
第４０期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１期
（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 貸倒引当金

　売上債権、貸付金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検討し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、個別

に計算した支給見込額の当期負担額を計上

しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

　当期において従業員の退職給付規程を廃

止しております。従いまして、当期末にお

ける退職給付債務の見込額は、計上してお

りません。

退職給付引当金

　　　　　─────

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．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方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

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）

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

  当期より、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。

  （家賃収入）

  従来、家賃収入は営業外収益として処理しておりましたが、

投資不動産の取得等近年その増加傾向が見られることを契

機として、当期より家賃収入については売上高に含めて処

理することに変更いたしました。これは、投資不動産の取

得に伴い、当該収入が重要性を増していることから、区分

損益をより適切に表示するために行ったものであります。

なお、当該変更により、売上高は、13百万円増加し、営業

損失及び営業外収益はそれぞれ同額減少しておりますが、

経常損失及び税引前当期純損失への影響はありません。
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表示方法の変更

第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました流動資産の「未収入

金」は、当期において資産の総額の100分の１以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。

　なお、当期の流動資産の「その他」に含まれる「未収入

金」は０百万円であります。

　前期まで区分掲記しておりました投資その他の資産の

「差入保証金」は、当期において資産の総額の100分の１

以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。

　なお、当期の投資その他の資産の「その他」に含まれる

「差入保証金」は25百万円であります。

 （損益計算書）

　前期まで販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

しておりました「広告宣伝費」は、販売費及び一般管理費

の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「広告宣伝費」の金額は１百万円で

あります。

　前期まで区分掲記しておりました販売費及び一般管理費

の「支払報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分

の５以下となったため、販売費及び一般管理費の「雑費」

に含めて表示することに変更いたしました。

　なお、当期の販売費及び一般管理費の「雑費」に含まれ

る「支払報酬」は43百万円であります。

　前期まで販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

しておりました「消耗品費」は、販売費及び一般管理費の

総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期における「消耗品費」の金額は18百万円であ

ります。

 前期まで販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

しておりました「租税公課」は、販売費及び一般管理費の

総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

 　なお、前期における「租税公課」の金額は11百万円で

あります。

　前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ました「受取手数料」は、金額的重要性が増したため区分

掲記しました。

　なお、前期における「受取手数料」の金額は10百万円で

あります。

（貸借対照表）

 　前期まで区分掲記しておりました「短期貸付金」（当期

末残高18百万円）は、資産の合計額の100分の1以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することにいたし

ました。

 　前期まで流動資産の「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いたしました。なお、前期末の「未収

入金」は、0百万であります。　　

 （損益計算書）

 　前期まで区分掲記しておりました「消耗品費」（当期27

百万円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

することにいたしました。

 　前期まで区分掲記しておりました「賃借料」（当期26百

万円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の5以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「雑費」に含めて表示

することにいたしました。

 　前期まで区分掲記しておりました「受取手数料」（当期0

百万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて表示することにいたし

ました。
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追加情報

第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１期
（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、当期から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算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29百万円増加し、営

業損失、経常損失が同額増加し、当期純利益が同額減少し

ております。

訴訟事件

　１．当社は、株式会社ブイシンクとの業務提携契約に基づ

き、前渡金返還訴訟（総額551百万円）を東京地方裁判所

に提訴しておりました。しかし、平成15年11月25日付けで

「請求を棄却する」旨判決が出され、これを不服として、

平成15年12月９日付けで、東京高等裁判所へ控訴し、平

成16年７月21日、30百万円で和解が成立し終了しておりま

す。

　２．当社は、株式会社損害保険ジャパンに対して、保険金

請求訴訟（請求額60百万円）を東京地方裁判所に提訴して

おりましたが、平成16年４月15日付けで「請求を棄却す

る」旨判決が出され、これを不服として平成16年４月27日

付けで、東京高等裁判所へ控訴し、平成16年９月６日、30

百万円で和解が成立し終了しております。

子会社の設立

 当社は、平成17年６月９日付で、サハ共和国で最大の

ダイヤモンド研磨会社である、EPL　Diamond Ltd.社（エ

イペル　ダイヤモンド社）と日本においてダイヤモンドの

輸入販売を行う子会社を設立することで基本合意いたしま

した。今後、両社で設立委員会を設け、事業計画等詳細に

ついて打合せを行う予定であります。 

１．設立の理由 

EPL Diamond Ltd.社（本社：ロシア連邦サハ共和国ヤ

クーツク市）は、サハ共和国における当社子会社とはダイ

ヤモンド研磨事業において同業者ではありますが、販売テ

リトリーが全く異なる（EPL社主要販売先は、主にイスラ

エル、欧米）ため、以前より友好関係にありました。  

同社は、我が国のダイヤモンド市場における小売事業へ

の進出を希望しており、この度、日本におけるダイヤモン

ド販売に関し、あらたに当社と合弁会社設立の提案があり

ました。 

 　　　　　　　───────────

13



第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

同社は、サハ共和国で研磨作業員を400名以上抱える最

大のダイヤモンド研磨会社であり、今回の申し出に対し新

会社を設立して、当社の子会社とすることは大きなメリッ

トがあると判断し、大筋で合意いたしました。 

なお、今回の合弁事業は、広く我が国とサハ共和国との

親善と国益にも繋がる事業であるとの認識に立って合意し

たものであります。 

また、同社は既にイスラエルにおいて、同国の大手企業

とダイヤモンド販売の合弁企業を設立・運営しており、販

売ノウハウと実績をもっております。 

今回の合弁会社設立により、当社子会社（サハダイヤモ

ンド社）以外の仕入ルートもでき、今後安定したサハ産ダ

イヤモンドの輸入販売が可能になると考えております。

２．設立する子会社の概要(予定)

(１)商号（仮称）株式会社サハダイヤモンド・エイペル

(２)代表者　　　今野　康裕　　　　　

(３)所在地　　　東京都墨田区千歳３丁目12番７号

(４)主な事業の内容　　　ダイヤモンドの輸入及び販売

(５)資本の額　　　50百万円

(６)大株主構成および所有割合　　　当社　50％、EPL 

Diamond Ltd.社　50％

３．日程（予定） 

 平成17年６月下旬　　　　取締役会決議

 平成17年７月下旬　　　　設立
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注記事項

（貸借対照表関係）

第４０期
（平成17年３月31日）

第４１期
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式数 ※１．授権株式数及び発行済株式数

授権株式数 普通株式 1,500,000千株

発行済株式総数 普通株式 757,657千株

授権株式数 普通株式 1,500,000千株

発行済株式総数 普通株式 972,657千株

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式10,424株

であります。

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式11,024株

であります。

※３．関係会社に関する注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権及び債務は次のとおりでありま

す。

※３．関係会社に関する注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する債権及び債務は次のとおりでありま

す。

買掛金 63百万円 売掛金 190百万円

買掛金 81百万円

※４．　　　　　　　　　　　―──── ※４．投資その他の資産の減価償却累計額　　1百万円　

　　　　　　　　　　

　５．平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

　５．平成16年６月29日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

資本準備金 560百万円 資本準備金 336百万円

　　　　平成16年６月29日開催の定時株主総会において下

　　　　記の欠損てん補を行っております。

資本準備金 336百万円

　６.　資本の欠損の額は9,202百万円であります。

　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、1百万

　　　　円であります。

　　　　平成17年６月29日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。　

資本準備金 1,893百万円

　６.　　　　　　　　　　　　─────

　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、6百万

円であります。
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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（百万株）

前事業年度
平成16年4月1日～

平成17年3月31日
新株予約権の行使 　　123,000,000 　　７ 　　　　　　492

前事業年度
平成16年4月1日～

平成17年3月31日
新株予約権の行使 　　199,000,000 　８ 　　　　　　　　796

前事業年度 平成17年3月24日 第三者割当増資 　　35,000,000  　 17 　　　　　　315

前事業年度 平成17年3月24日 第三者割当増資 　 　56,000,000 　 17 　　　　　　　　504

当事業年度
平成17年4月1日～

平成18年3月31日
新株予約権の行使 86,000,000  ８  344

当事業年度
平成17年4月1日～

平成18年3月31日
新株予約権の行使

 129,000,000

　　
27  1,806
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（損益計算書関係）

第４０期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１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。

関係会社からの仕入高　　　　　　　1,027百万円

※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。

　　　関係会社への売上高　　　　　　　　　430百万円

　　　関係会社からの仕入高　　　　　　　1,324百万円

※２．固定資産除却損は、建物附属設備6百万円、工具器

具備品2百万円であります。

※２．固定資産除却損は、工具器具備品0百万円でありま

す。

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）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）において、当社は、注記の必要なリース取引がないため、該当事項はありません。

②　有価証券

　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）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。

③　税効果会計

 
第４０期

（平成17年３月31日）

 
第４１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

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

貸倒損失及び貸倒引当金超過 2,672百万円

商品評価損引当金 63百万円

繰越欠損金 3,999百万円

その他 13百万円

評価性引当額 △6,748百万円

繰延税金資産計 0百万円

繰延税金負債 △0百万円

繰延税金負債計 △0百万円

繰延税金資産の純額 0百万円

繰延税金資産

貸倒損失及び貸倒引当金超過 2,804百万円

商品評価損引当金 28百万円

繰越欠損金 2,797百万円

その他 3百万円

評価性引当額 5,630百万円

繰延税金資産計 0百万円

繰延税金負債 △4百万円

繰延税金負債計 △4百万円

繰延税金負債の純額 △4百万円

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、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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、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　　　　　　　　　　　　40.5％

（調整）

税務上の繰越欠損金の利用　　　　　△40.5％

その他　　　　　　　　　　　　　　　 0.1％　

税効果会計適用後の

法人税の負担率　　　　　　　　　　　 0.1％

　法定実効税率　　　　　　　　　　　　40.7％

（調整）

税務上の繰越欠損金の利用　　　　　△40.7％

その他　　　　　　　　　　　　　　　 0.1％　

税効果会計適用後の

法人税の負担率　　　　　　　　　　　 0.1％
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（１株当たり情報）

項目
第４０期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第４１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 5円82銭 8円24銭

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額（△）
0円07銭 △0円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
 0円05銭 －円－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、潜在株式は存在

するものの、1株当たり当期純損失であ

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又は1株当たり当期純損失金額（△）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４０期
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

第４１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又は1株当たり当

期純損失金額

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円）
36 △585

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（百万円）
36 △585

期中平均株式数（株） 485,280,573 883,595,122

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（百万円） － －

普通株式増加数（株） 199,271,220 215,000,000

（うち新株予約権） (199,271,220) (215,000,000)

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

 

 　　　　───────

第２回新株予約権１種類（新株予約

権の数15個）及び第３回新株予約権

１種類（新株予約権の数111個）。

なお、第２回及び第３回とも新株予

約権の１個当たり発行する株式数は、

100万株であります。
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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）

資本減少 

　当社は、平成17年６月29日開催の当社定時株主総会において、資本減少の議案を上程し決議されました。その

内容および今後の日程は次の通りであります。 

　１．減少すべき資本の額

　資本の額　11,721,091,885円（平成17年３月31日現在）を7,721,091,885円減少して、4,000,000,000円（予定）

とする。　　 

　２．資本減少の方法 

　発行済株式総数の変更は行わない。（資本の額のみ変更） 

  　３．減少すべき資本のうち欠損の填補に充つるべき金額　7,309,600,764円。なお、減少すべき資本の額との差額

　411,491,121円は、その他資本剰余金に振り替える。

　４．今後の日程 

　(１)債権者異議申述公告　　　　　　　平成17年６月30日（木） 

　(２)債権者異議申述最終期日　　　　　　平成17年８月１日（月）　 

　(３)減資の効力発生日　　　　　　　　平成17年８月２日（火）

 　　（注）上記日程中、下記については、平成17年７月20日開催の取締役会におきまして下記の日程に変更しております。

　　

　(２)債権者異議申述最終期日　　　　　　平成17年８月22日（月）　 

　(３)減資の効力発生日　　　　　　　　平成17年８月23日（火）

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　　該当事項はございません。 
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６．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はございません。

(2）その他役員の異動

　該当事項はございません。
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７．その他
 （１）第41回定時株主総会

 　　　開催日　　　　 平成18年６月29日（木）　　午前10時

 　　　場　所　　　　 東京都墨田区横網一丁目６番１号

　　　　　　　　　　　 第一ホテル両国　５階「清澄」

　　　　議　題　　　　 平成18年６月14日頃、株主各位あて発送する「第41回定時株主総会招集ご通知」によりお知らせ

いたします。
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