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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30日 

上 場 会 社 名      ミホウジャパン株式会社 上場取引所   大阪証券取引所（ヘラクレス Ｇ） 

コ ー ド 番 号      ２８８０ 本社所在都道府県      東京都 

（ＵＲＬ http://www.miho-japan.co.jp/） 

代 表 者   役職名   代表取締役社長     氏名   高 島   順 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名   取締役管理本部長   氏名   菅 原   誠         ＴＥＬ ( 03 ) 5684 － 8132 

決算取締役会開催日    平成18年５月30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   無 

 

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                                    （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 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

8,431         8.7   

7,758        25.9   

百万円   ％ 

△8          －   

273         8.7   

百万円   ％ 

36      △89.8   

353        －   

 

 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   ％ 

78      △56.0   

179          －   

円  銭 

2,353   93 

17,519   48 

円  銭 

－   － 

－   － 

％ 

9.6   

29.4   

％ 

1.2   

12.6   

％ 

0.4   

4.6   

(注)①期中平均株式数      18年３月期        33,474株          17年３月期       10,229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 

④当社は平成17年5月20日付で株式1株につき3株の株式分割を行っております。平成18年3月期の1株当たり 

 情報については、当該株式分割が当期首に行われたものと仮定して算定しております。また、平成17年3月期

の1株当たり情報については、当該株式分割を行う前の株式数により算出した数値を記載しております。なお、

当該株式分割が前期首に行われたものとした場合の平成17年3月期の「1株当たり当期純利益」5,839円82銭と

なります。 

(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 

1,000   00  

3,000   00  

円  銭 

0   00  

0   00  

円  銭 

1,000   00  

3,000   00  

百万円 

33       

33       

％ 

42.5   

17.1   

％ 

4.2   

4.0   

(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 

2,946       

3,160       

百万円 

799       

839       

％ 

27.1   

26.6   

円   銭 

23,897      13  

75,258      36  

(注)①期末発行済株式数   18年３月期        33,474株      17年３月期       11,158株 

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

4,432       

10,755       

百万円 

△100       

23      

百万円 

△101       

17       

円 銭 

0  00  

――― 

円 銭 

――― 

1,000  00 

円 銭 

――― 

1,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)        526円16銭 

 

 

 

※ 業績予想は、現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、実際の業績は、業況の変化等により、

大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 
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１．個別財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 

（単位：千円、％） 

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) 

対前事業年度末 

増減額 
期別 

 

科目 

注記 

番号 
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 

（資産の部）        

Ⅰ  流動資産        

１．現金及び預金 ※２ 443,079  314,444    

２．受取手形  61,112  －    

３．売掛金 ※４ 862,153  993,363    

４．商品  890,197  807,460    

５．繰延税金資産  22,542  7,345    

６．未収入金 ※４ 11,707  16,751    

７．未収法人税等  －  23,235    

８．未収還付消費税等  39,812  27,543    

９．その他 ※４ 8,756  24,825    

貸倒引当金  △ 23,685  △ 22,000    

流動資産合計  2,315,678 73.3 2,192,969 74.4 △122,708 △5.3 

        

Ⅱ  固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物 ※２ 33,961  41,850    

減価償却累計額  △ 10,379  △ 11,725    

(2) 車輌運搬具  2,521  2,521    

減価償却累計額  △ 2,395  △ 2,395    

(3) 工具器具備品  2,296  9,698    

減価償却累計額  △ 1,581  △ 2,173    

(4) 土地 ※２ 38,957  38,957    

有形固定資産合計  63,379 2.0 76,733 2.6 13,354 21.1 

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア  －  6,418    

(2) その他  1,717  556    

無形固定資産合計  1,717 0.0 6,974 0.2 5,257 306.2 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  171,720  1,791    

(2) 関係会社株式  －  10,000    

(3) 関係会社出資金  589,346  612,674    

(4) 破産更生債権等  194  2,148    

(5) 繰延税金資産  －  565    

(6) 長期未収入金  6,761  15,840    

(7) その他  11,796  38,780    

貸倒引当金  △ 356  △11,689    

投資その他の資産合計  779,463 24.7 670,112 22.8 △109,350 △14.0 

固定資産合計  844,560 26.7 753,821 25.6 △90,738 △10.7 

資産合計  3,160,238 100.0 2,946,791 100.0 △213,447 △6.8 
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（単位：千円、％） 

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) 

対前事業年度末 

増減額 
期別 

 

科目 

注記 

番号 
金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 

（負債の部）        

Ⅰ  流動負債        

１．買掛金 ※４ 506,630  907,648    

２．短期借入金 ※２ 694,025  326,016    

３．１年内償還予定社債  20,000  20,000    

４．１年内返済予定長期借入金 ※２ 273,608  344,902    

５．未払金 ※４ 127,938  116,048    

６．未払費用  9,919  12,104    

７．未払法人税等  154,506  －    

８．預り金  －  4,829    

９．賞与引当金  19,720  15,813    

10．為替予約  32,893  －    

11．通貨オプション  19,445  －    

12．その他  54  407    

流動負債合計  1,858,741 58.8 1,747,768 59.3 △110,973 △6.0 

        

Ⅱ  固定負債        

１．社債  70,000  50,000    

２．長期借入金 ※２ 272,518  279,200    

３．繰延税金負債  58,339  －    

４．通貨オプション  41,889  －    

５．預り保証金  3,000  65,000    

６．その他  16,017  4,889    

固定負債合計  461,763 14.6 399,089 13.6 △62,673 △13.6 

負債合計  2,320,505 73.4 2,146,858 72.9 △173,646 △7.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ  資本金 ※３ 250,903 8.0 250,903 8.5 － － 

Ⅱ  資本剰余金        

１．資本準備金  164,691  164,691    

資本剰余金合計  164,691 5.2 164,691 5.6 － － 

Ⅲ  利益剰余金        

１．別途積立金  100,000  200,000    

２．当期未処分利益  239,016  184,337    

利益剰余金合計  339,016 10.7 384,337 13.0 45,321 13.4 

Ⅳ  その他有価証券評価差額金  85,121 2.7 － － △85,121 － 

資本合計  839,732 26.6 799,932 27.1 △39,800 △4.7 

負債・資本合計  3,160,238 100.0 2,946,791 100.0 △213,447 △6.8 
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② 損益計算書 

（単位：千円、％） 

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) 

対前事業年度 

増減額 
期別 

 

科目 

注記 

番号 

金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 

        

Ⅰ  売上高 ※１ 7,758,169 100.0 8,431,565 100.0 673,395 8.7 

Ⅱ  売上原価        

１．商品期首たな卸高  576,807  890,197    

２．当期商品仕入高 ※１ 6,701,908  7,251,750    

合計  7,278,715  8,141,948    

３．商品期末たな卸高  890,197  807,460    

売上原価合計  6,388,518 82.4 7,334,488 87.0 945,970 14.8 

売上総利益  1,369,651 17.6 1,097,076 13.0 △272,574 △19.9 

Ⅲ  販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  76,956  85,314    

２．倉庫費用  548,038  484,724    

３．役員報酬  74,615  79,426    

４．給料手当  130,086  171,929    

５．賞与引当金繰入額  19,720  15,813    

６．旅費交通費  23,913  27,616    

７．支払手数料  77,820  56,960    

８．減価償却費  1,348  2,319    

９．その他  143,869  181,283    

販売費及び一般管理費合計  1,096,368 14.1 1,105,388 13.1 9,020 0.8 

営業利益(△は営業損失)  273,283 3.5 △8,311 △0.1 △281,594 － 

Ⅳ  営業外収益        

１．受取利息 ※１ 125  2,545    

２．受取配当金 ※１ 16,561  28    

３．為替差益  123,781  103,263    

４．受取賃料  3,000  3,250    

５．その他 ※１ 3,216  12,816    

営業外収益合計  146,684 1.9 121,903 1.5 △24,780 △16.9 

Ⅴ  営業外費用        

１．支払利息  41,843  56,184    

２．社債利息  1,223  1,507    

３．新株発行費  12,685  －    

４．社債発行費  2,600  －    

５．貸倒引当金繰入  －  11,608    

６．その他  8,373  8,262    

営業外費用合計  66,726 0.8 77,562 1.0 10,835 16.2 

経常利益  353,241 4.6 36,030 0.4 △317,210 △89.8 
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（単位：千円、％） 

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) 

対前事業年度 

増減額 
期別 

 

科目 

注記 

番号 

金額 百分比 金額 百分比 増減額 増減率 

        

Ⅵ  特別利益        

１．投資有価証券売却益  －  100,825    

２．貸倒引当金戻入益  3,223  1,846    

３．償却債権取立益  －  1,415    

特別利益合計  3,223 0.0 104,087 1.3 100,863 － 

Ⅶ  特別損失        

１．投資有価証券評価損  －  2,408    

２．リース中途解約損  6,430  －    

３．訴訟和解金  15,000  －    

４．クレーム費用負担金  －  5,314    

特別損失合計  21,430 0.3 7,722 0.1 △13,708 △64.0 

税引前当期純利益  335,034 4.3 132,394 1.6 △202,639 △60.5 

法人税、住民税及び事業税  149,101 1.9 38,908 0.5 △110,192 △73.9 

法人税等調整額  6,725 0.1 14,691 0.2 7,965 118.4 

当期純利益  179,206 2.3 78,795 0.9 △100,411 △56.0 

前期繰越利益  59,809  105,542  45,732 76.4 

当期未処分利益  239,016  184,337  △54,678 △22.9 
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③ 利益処分案 

（単位：千円） 

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 

(株主総会承認予定日 

平成18年６月29日) 

期別 

 

区分 

注記 

番号 

金額 金額 

      

Ⅰ  当期未処分利益   239,016  184,337 

Ⅱ  利益処分額      

１．配当金  33,474  33,474  

２．任意積立金      

別途積立金  100,000 133,474 100,000 133,474 

Ⅲ  次期繰越利益   105,542  50,863 
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(2) 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 

 

 

 

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）を採用しております。 

（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。 

 

子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

その他有価証券 

  

 

 

 

 

（時価のないもの） 

同左 

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 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品 

総平均法による原価法を採用しており

ます。 

商品 

同左 

   

４．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物                15年～47年 

車輌運搬具                ６年 

工具器具備品        ４年～10年 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物                10年～47年 

車輌運搬具                ６年 

工具器具備品        ４年～15年 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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。 

(2) 無形固定資産 

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．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。 

 

 (2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 

６．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

７．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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当期

負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

８．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 

９．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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

(3) 会計処理方法の変更 

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） 

 （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（「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）が適用されたことに伴い、当期から同

会計基準及び同適用指針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。 

 

(4) 表示方法の変更 

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） 

「ソフトウェア」は、前期まで、無形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当期において、

重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前期の「ソフトウェア」は1,160千円であり

ます。 
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(5) 追加情報 

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） 

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法 

実務対応報告第12号「法人事業税の外形標準課

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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13

日）が公表されたことに伴い、当事業年度から同

実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割5,281千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。 
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(6) 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 受取手形割引高 

61,927千円 

１ 受取手形割引高 

106,381千円 

※２ 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。 

定期預金           80,736千円 

建物               22,354千円 

土地                        38,957千円 

計             142,048千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金         451,671千円 

１年内返済予定長期借入金  150,952千円 

長期借入金         111,714千円 

計           714,337千円 

※２ 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。 

現金及び預金         80,741千円 

建物               21,281千円 

土地                        38,957千円 

計             140,980千円 

担保付債務は次のとおりであります。 

  買掛金(ﾕｰｻﾞﾝｽ借入金)       52,365千円   

短期借入金         254,655千円 

１年内返済予定長期借入金  127,902千円 

長期借入金          80,962千円 

計           515,884千円 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数          普通株式  13,244株 

発行済株式総数      普通株式  11,158株 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数          普通株式 130,000株 

発行済株式総数      普通株式  33,474株 

※４  関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの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。 

流動資産  

 売掛金 79,237千円 

流動負債  

 買掛金 66,961千円  

※４  関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの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。 

流動資産  

 売掛金 108,753千円 

 未収入金 8,745千円 

 その他 16,901千円 

流動負債  

 買掛金 630,720千円 

 未払金 1,588千円  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  偶発債務 

次の関係会社について、金融機関からの借入金等に

対し債務保証を行っております。 

保証先 金額 

ｴﾑｱｲﾃｨｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 649,255千円  
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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 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

   売上高               242,594千円 

   商品仕入高           1,662,772千円 

受取配当金              16,531千円 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

売上高 281,183千円 

商品仕入高 3,885,735千円 

受取利息 2,412千円 

営業外収益その他 1,200千円 
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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） 

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 

 

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 20,563 11,689 8,874 

合計 20,563 11,689 8,874 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内           3,684千円 

１年超           5,723千円 

 合計           9,407千円 

(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       4,444千円 

減価償却費相当額     3,879千円 

支払利息相当額             536千円 

 (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。 

(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。 

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 

 

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 118,609 23,260 95,348 

合計 118,609 23,260 95,348 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内          25,562千円 

１年超          70,212千円 

 合計          95,774千円 

(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      17,248千円 

減価償却費相当額    16,409千円 

支払利息相当額             907千円 

(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 

同左 

 

  

  

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年３月31日現在） 

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。 

 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

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。 
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（税効果会計関係） 

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．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  

  未払事業税 11,698千円 

 貸倒引当金超過額 2,879千円 

 賞与引当金超過額 8,024千円 

繰延税金資産合計 22,601千円 

繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額 58,398千円 

繰延税金負債合計 58,398千円 

繰延税金負債の純額 35,796千円 

 

（注）繰延税金負債の純額は、貸借対照表の次の項目

に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 22,542千円 

 固定負債－繰延税金負債 58,339千円  

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 

繰延税金資産  

 賞与引当金超過額 7,281千円 

 貸倒引当金超過額 4,319千円 

 投資有価証券評価損 979千円 

その他 192千円 

繰延税金資産小計 12,772千円 

評価性引当額 4,862千円 

繰延税金資産合計 7,910千円 

繰延税金資産の純額 7,910千円 

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の次の項目

に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 7,345千円 

 固定資産－繰延税金資産 565千円  

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、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 40.69% 

 （調整）  

 交際費等永久損金不算入項目 0.57% 

 住民税均等割 0.30% 

 留保金課税 4.22% 

 外国税額控除 △0.95% 

 その他 1.68% 

 税効果会計適用後の法人税等 

 の負担率 

46.51% 

 

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の5以下である

ため注記を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 75,258円36銭 23,897円13銭 

１株当たり当期純利益 17,519円48銭 2,353円93銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式がないため記載してお

りません。 

潜在株式がないため記載してお

りません。 

 当社は、平成16年10月15日付で

株式１株につき３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 

38,073円01銭 

１株当たり当期純利益 

1,506円90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。 

当社は、平成17年5月20日付で株

式１株につき３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 

25,086円12銭 

１株当たり当期純利益 

5,839円82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株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

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) 

当期純利益 179,206千円 78,795千円 

普通株主に帰属しない金額 － 千円 － 千円 

普通株式に係る当期純利益 179,206千円 78,795千円 

期中平均株式数 10,229株 33,474株 

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 
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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．平成17年２月２日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

(1) 平成17年５月20日付をもって普通株式１株につ

き３株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

普通株式          22,316株 

② 分割方法 

平成17年３月31日最終の株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を、１株につき３株の割合

をもって分割します。 

(2) 配当起算日 

平成17年４月１日 

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株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当事業年度における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 

（平成16年３月31日） 

当事業年度 

（平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

11,297円70銭 

１株当たり純資産額 

25,086円12銭 

１株当たり当期純利益 

487円77銭 

１株当たり当期純利益 

5,839円83銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

潜在株式がないため、

記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

同左 

 

 

２．平成17年３月31日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、平成17年４月11日付をもってエムアイティージャ

パン株式会社を設立いたしました。なお、本件の概要

につきましては次に記載のとおりであります。 

(1) 当該子会社は、当社の海外取引先との輸出入業務

を主たる事業目的としており、商品仕入に係るコス

ト及び為替変動リスクを明確に区分して管理する

ことにより、当社グループの収益力の向上に貢献す

るものとして設立いたしました。 

(2) 当該子会社の資本金は10百万円であり、設立に伴

い発行する株式200株は全て当社に割当てられてお

ります。 

(3) 当該子会社の役職員につきましては、主に当社から

の出向もしくは兼任によるものであります。 
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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） 

３．平成17年５月25日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、新たな事業を開始しております。なお、本件の概

要につきましては次に記載のとおりであります。 

(1) 新たな事業の概要 

平成18年３月期から食品小売業サポート事業（フ

ランチャイズ事業）を展開していくこととしており

ます。当該新事業は、加盟店の店舗運営情報やＰＯ

Ｓ情報を当社の本部システムで一括管理すること

によって加盟店の運営形態から仕入に至るまでを

全般的にサポートするものであり、消費者の皆様に

とってより身近な存在となるよう努めてまいりま

す。 

(2) 当該新事業の開始予定時期 

関東地区において平成17年７月に第１号店の出

店を予定しております。 
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２．役員の異動 

平成18年5月30日開催の当社取締役会における役員の異動予定は、次に記載のとおりであります。 

 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他役員の異動 

（新任取締役候補） 

氏名 新 旧 

七 條 康 充 
取 締 役 

商品本部長兼生産部長 
商品本部長兼生産部長 

 

 

 


