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平成18年３月期 個別財務諸表の概要 

 

平成18年６月７日 
会 社 名 キーウェアソリューションズ株式会社    上場取引所    ジャスダック 
コ ー ド 番 号 ３７９９                  本社所在都道府県 東京都 
(URL http:/www.keyware.co.jp)    
代 表 者 役職名  代表取締役社長 氏  名  八反田 博 
問合わせ先責任者 役職名 取締役経営管理室長 氏  名 矢光   重敏 

   ＴＥＬ (03)5369－1118     
決算取締役会開催日 平成18年４月28日 中間配当制度の有無 有 

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 有(１単元 100 株)  
 

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捨てしております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期 15,748 (   0.7) 533 ( 132.0) 473 ( 172.4) 

平成17年３月期 15,634 ( △6.7) 229 ( △73.2) 173 ( △76.8) 

 

 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 ％ ％ ％

平成18年３月期 454 ( 163.9) 60 06 - - 11.1 5.9 3.0 

平成17年３月期 172 ( △69.9) 22 75 - - 4.5 2.1 1.1 
 
 (注) ① 期中平均株式数 18年３月期 7,560,000株 17年３月期 7,560,000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、対前期増減率です。 

④ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

 (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 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

平成18年３月期 10 00 0 00 10 00 75 16.6 1.7 

平成17年３月期 10 00 0 00 10 00 75 43.9 1.9 

 

 (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

平成18年３月期 7,981 4,254 53.3 562 82 

平成17年３月期 7,967 3,878 48.7 512 96 
 
 (注) ① 期末発行済株式数 平成18年３月期    7,560,000株   平成17年３月期    7,560,000株 
    ② 期末自己株式数  平成18年３月期       - 株   平成17年３月期       - 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 

中   間 期   末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 6,310 △16 △27 5 00 -   -   -   - 

通   期 15,900 468 252   -   - 5 00 10 00 
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 27円66銭 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、さ
まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 
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６ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

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） 
比較増減 

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   491,151   430,479   △60,671 

２ 受取手形   70,596   62,101   △8,494 

３ 売掛金 ※1  4,331,133   3,730,617   △600,516 

４ 商品   34,103   27,490   △6,613 

５ 仕掛品   766,339   1,377,470   611,131 

６ 前払費用   91,693   81,273   △10,419 

７ 繰延税金資産   76,497   134,617   58,120 

８ 短期貸付金 ※1  218,861   ―   △218,861 

９ その他   73,816   174,966   101,149 

貸倒引当金   △9,842   △1,553   8,288 

流動資産合計   6,144,349 77.1  6,017,463 75.4  △126,886 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物  1,408,324   1,391,250   △17,073  

減価償却累計額  792,192 616,131  812,610 578,640  20,417 △37,490 

(2) 車両運搬具  11,760   11,760   ―  

減価償却累計額  9,131 2,628  9,970 1,789  838 △838 

(3) 工具器具及び備品  100,245   98,778   △1,466  

減価償却累計額  57,200 43,045  59,316 39,462  2,116 △3,582 

(4) 土地   20,480   20,480   ― 

有形固定資産合計   682,284 8.6  640,372 8.0  △41,912 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   215,319   139,205   △76,114 

(2) ソフトウェア仮勘定   ―   45,933   45,933 

無形固定資産合計   215,319 2.7  185,139 2.3  △30,180 
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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） 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   63,717   322,828   259,110 

(2) 関係会社株式   714,085   714,085   ― 

(3) 出資金   24,255   24,255   ― 

(4) 従業員長期貸付金   3,651   3,377   △274 

(5) 繰延税金資産   ―   1,988   1,988 

(6) 長期前払費用   58   ―   △58 

(7) 差入保証金   81,867   81,523   △344 

(8) その他   47,443   ―   △47,443 

貸倒引当金   △9,792   △9,786   6 

投資その他の資産合計   925,287 11.6  1,138,272 14.3  212,985 

固定資産合計   1,822,891 22.9  1,963,783 24.6  140,892 

資産合計   7,967,241 100.0  7,981,246 100.0  14,005 
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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） 
比較増減 

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 買掛金 ※1  1,624,544   1,937,153   312,609 

２ 一年以内返済予定 

長期借入金 
  580,000   500,000   △80,000 

３ 未払金   177,658   174,718   △2,940 

４ 未払費用   139,467   137,435   △2,032 

５ 未払法人税等   31,441   16,863   △14,578 

６ 前受金   89,349   18,044   △71,305 

７ 預り金   35,576   39,585   4,008 

流動負債合計   2,678,038 33.6  2,823,800 35.4  145,761 

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   1,400,000   900,000   △500,000 

２ その他   11,195   2,486   △8,708 

固定負債合計   1,411,195 17.7  902,486 11.3  △508,708 

負債合計   4,089,233 51.3  3,726,286 46.7  △362,946 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※2  1,230,000 15.4  1,230,000 15.4  ― 

Ⅱ 利益剰余金          

１ 利益準備金  50,880   58,440   7,560  

２ 任意積立金          

(1)役員退職積立金  447,373   445,640   △1,733  

(2)別途積立金  1,917,481   2,017,481   100,000  

３ 当期未処分利益  233,602   506,296   272,694  

利益剰余金合計   2,649,337 33.3  3,027,858 37.9  378,521 

Ⅲ その他有価証券評価差額金   △1,329 △0.0  △2,898 △0.0  △1,568 

資本合計   3,878,007 48.7  4,254,960 53.3  376,952 

負債及び資本合計   7,967,241 100.0  7,981,246 100.0  14,005 
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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) 

比較増減 

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 ※2  15,634,400 100.0  15,748,212 100.0  113,811 

Ⅱ 売上原価   12,850,696 82.2  12,858,960 81.7  8,264 

売上総利益   2,783,704 17.8  2,889,251 18.3  105,547 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3  2,553,810 16.3  2,355,713 14.9  △198,096 

営業利益   229,893 1.5  533,538 3.4  303,644 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息  5,254   1,633   △3,620  

２ 受取配当金 ※2 23,723   12,435   △11,288  

３ 賃貸料収入  －   32,037   32,037  

４ 保険解約戻入金  8,457   20,625   12,167  

５ その他  18,622 56,058 0.3 22,504 89,235 0.6 3,882 33,177 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  53,752   36,456   △17,295  

２ 支払手数料  46,420   44,944   △1,476  

３ 賃貸設備費  －   45,777   45,777  

４ 投資事業組合損失  －   17,020   17,020  

５ その他  12,029 112,201 0.7 5,127 149,326 1.0 △6,901 37,124 

経常利益   173,750 1.1  473,447 3.0  299,697 
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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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅵ 特別利益          

１ 貸倒引当金戻入  34,523   8,295   △26,228  

２ 投資有価証券売却益  182,966 217,490 1.4 － 8,295 0.0 △182,966 △209,195 

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産除却損 ※4 26,261   7,196   △19,064  

２ 投資有価証券評価損  14,316   11,771   △2,544  

３ 事業撤退損失 ※5 27,730   ―   △27,730  

４ 役員退職慰労金  ―   1,733   1,733  

５ 商品廃棄損  23,252   ―   △23,252  

６ 商品評価損  ― 91,560 0.6 61,930 82,631 0.5 61,930 △8,928 

税引前当期純利益   299,679 1.9  399,110 2.5  99,430 

法人税、住民税 

及び事業税 

 

 
3,113   3,110   △3  

法人税等調整額  124,511 127,625 0.8 △58,120 △55,010 △0.4 △182,632 △182,635 

当期純利益   172,054 1.1  454,121 2.9  282,066 

前期繰越利益   61,547   50,442   △11,105 

役員退職積立金取崩額   ―   1,733   1,733 

当期未処分利益   233,602   506,296   272,694 
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③ 利益処分案 

 

  
      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（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   233,602  506,296 

Ⅱ 利益処分額      

１ 利益準備金  7,560  7,560  

２ 配当金  
75,600  75,600  

３ 任意積立金      

 （１）別途積立金  100,000 183,160 350,000 433,160 

Ⅲ 次期繰越利益   50,442  73,136 

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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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 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法に基づく原価法 

 

(2) その他有価証券 

①時価のあるもの 

 決算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） 

②時価のないもの 

 総平均法に基づく原価法 

 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

 

(2) その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

②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 

 

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 

商品及び仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

 

商品及び仕掛品 

 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 
 ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物（建物附属設備は除
く）については定額法 
 なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。 
  建物         3～50年 
  工具器具及び備品   2～15年 
  車両運搬具        6年 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

①市場販売目的のソフトウェア 
 見込販売数量に基づく償却額と
見込有効期間（３年）に基づく均
等配分額とを比較し、いずれか大
きい額を償却する方法 
 
②自社利用のソフトウェア 

 利用可能期間（５年）に基づく定額

法 

(2) 無形固定資産 

①市場販売目的のソフトウェア 
同左 
 
 
 
 
②自社利用のソフトウェア 
同左 

 

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

     ― 
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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 

  債権の貸倒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

法により、貸倒懸念債権及び破産更

生債権等については財務内容評価法

により計上しております。 

 

貸倒引当金 

  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 (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

 

 (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…借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 

 (3) ヘッジ方針 

 当社は、デリバティブ取引に係る基

本方針は経営会議で決定し、当該方針

に基づき、金利変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしております。 

(3) ヘッジ方針 

  同左 

 

 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理を採用しておりますので有

効性の評価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 

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

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

  同左 
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会計処理の変更 

 

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) 

― 第41期から「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））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 

 

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) 
「差入保証金」は資産の総額の100分の１を超えたた
め、区分掲記することといたしました。なお、前期は
投資その他の資産の「その他」に81,891千円含まれて
おります。 

  

（貸借対照表） 

「短期貸付金」（当期末残高33,458千円）は資産の総

額の100分の１以下となったため、流動資産の「その

他」に含めております。 

 

「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、第40期か

ら投資事業有限責任組合及びそ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

いたしました。 

なお、第40期に含まれる当該出資の額は、47,533

千円であり、第39期における投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている当該出資の額は58,463千円であ

ります。 

 

 

(損益計算書) 

「賃貸料収入」（当期1,200千円）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「そ

の他」に含めております。 

 

 

「雇用助成金」（当期7,349千円）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「そ

の他」に含めております。 

 

（損益計算書） 

「賃貸料収入」は営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、区分掲記することといたしました。な

お、前期は営業外収益の「その他」に1,200千円含ま

れております。 

 

「投資事業組合損失」は営業外費用の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記することといたしまし

た。なお、前期は営業外費用の「その他」に7,472千

円含まれております。 
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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

度が導入されることに伴い、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28,331千円計上しております。 

― 
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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 関係会社に対する資産、負債は次のとおりでありま

す。 

売掛金 416,947千円

短期貸付金 215,000千円

買掛金 289,483千円

  

※1 関係会社に対する資産、負債は次のとおりでありま

す。 

売掛金 79,971千円

買掛金 264,328千円

 
 

※2 株式の状況 
会社が発行する株式の総数 

普通株式 30,240,000株
発行済株式総数 

普通株式 7,560,000株

  

※2 株式の状況 
会社が発行する株式の総数 

普通株式 30,240,000株
発行済株式総数 

普通株式 7,560,000株
 

3  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく借入未実

行残高は次のとおりであります。 

   当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 6,300,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 6,300,000千円

  

3  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく借入未実

行残高は次のとおりであります。 

   当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 6,100,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 6,100,000千円  

4  債務保証 

次の関係会社について、日本電気㈱との販売特約店

契約に基づく仕入に対し、債務保証を行っておりま

す。 

キーウェア北海道㈱ 770千円 

4  債務保証 

次の関係会社について、日本電気㈱との販売特約店

契約に基づく仕入に対し、債務保証を行っておりま

す。 

キーウェア北海道㈱ 937千円

キーウェア西日本㈱ 530千円

キーウェア九州㈱ 1,404千円

また、次の関係会社について、デル㈱からの物品

およびサービスの仕入に対し、債務保証を行って

おります。 

キーウェアサービス㈱ 202千円
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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  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

 

給与手当 907,428千円

役員報酬 142,889千円

業務委託費 499,426千円

減価償却費 179,707千円

事務所費 170,279千円

  おおよその割合 

販売費 46％ 

一般管理費 54％ 

 
 

※1  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

 

給与手当 947,816千円

役員報酬 123,684千円

業務委託費 376,856千円

減価償却費 85,426千円

事務所費 161,055千円

  おおよその割合 

販売費  44％ 

一般管理費  56％ 

 
 

※2 関係会社に対する取引は次のとおりであります。 

 

売上高 4,094,799千円

受取配当金 22,410千円

 
 

※2 関係会社に対する取引は次のとおりであります。 

 

受取配当金 12,405千円

 

 
 

※3 研究開発費の総額は18,259千円であります。 

 

※3 一般管理費に研究開発費は含まれておりません。 

 

※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 

建物 740千円

工具器具及び備品 281千円

ソフトウェア 25,239千円

合計 26,261千円

 
 

※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

 

建物 6,998千円

工具器具及び備品 197千円

合計 7,196千円

 

 
 

※5 事業撤退損失の内訳は次のとおりであります。 

 

撤退に要した業務委託費 11,939千円

商品の除却 10,096千円

工具器具及び備品の除却 1,980千円

ソフトウェアの除却 3,713千円

合計 27,730千円
 

※5          ―  
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(2) リース取引関係 

 

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. 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 

(借主側) 

(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 

（単位：千円） 

 
取得価額 
相当額 

減価償却累 
計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具及び 
備品 

434,646 257,564 177,082 

合計 434,646 257,564 177,082 

 

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 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円） 

 
取得価額 
相当額 

減価償却累 
計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具器具及び 
備品 

358,824 114,024 244,799 

ソフトウェア 9,461 1,576 7,884 

合計 368,285 115,601 252,683 

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 88,010千円

１年超 93,201千円

合計 181,211千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 89,443千円

１年超 166,289千円

合計 255,733千円
 

(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 119,831千円

減価償却費相当額 113,941千円

支払利息相当額 4,903千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 115,696千円

減価償却費相当額 110,256千円

支払利息相当額 4,358千円
 

(4) 減価償却費相当額の算出方法 

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。 

(4) 減価償却費相当額の算出方法 

  同左 

 

(5) 利息相当額の算出方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

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。 

 

(5) 利息相当額の算出方法 

  同左 

2. オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 未経過リース料 

１年内 304,865千円

１年超 ―千円

合計 304,865千円
 

2. オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 未経過リース料 

１年内 333,204千円

１年超 306,997千円

合計 640,201千円

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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(3) 有価証券関係 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

第40期(平成17年３月31日) 

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。 

 

第41期(平成18年３月31日) 

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。 

 

 

 

(4) 税効果会計関係 

 

第40期 
（平成17年３月31日） 

第41期 
（平成18年３月31日） 

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

未払事業税 11,520千円 

未払事業所税 7,064千円 

投資有価証券評価損 1,700千円 

出資金評価損 21,480千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 3,981千円 

繰越欠損金 298,285千円 

その他 26,291千円 

繰延税金資産 小計 370,323千円 

評価性引当額 △293,826千円 

繰延税金資産 合計 76,497千円 

  

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

未払事業税 5,596千円 

未払事業所税 7,013千円 

投資有価証券評価損 1,700千円 

出資金評価損 22,644千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 3,981千円 

繰越欠損金 121,032千円 

その他 30,546千円 

繰延税金資産 小計 192,514千円 

評価性引当額 △55,908千円 

繰延税金資産 合計 136,606千円 

  

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間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。 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率              40.69 ％ 

 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.04 ％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.70 ％ 

住民税均等割 0.78 ％ 

税務上の繰越欠損金の増減 △44.41 ％ 

評価性引当額の増減 △15.20 ％ 

その他 0.02 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △13.78 ％ 
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(１株当たり情報) 

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) 

 １株当たり純資産額 512円96銭  １株当たり純資産額  562円82銭 

 １株当たり当期純利益 22円75銭  １株当たり当期純利益  60円06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、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため、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、以下のとおりであります。 

 

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) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 172,054 454,121 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 172,054 454,121 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,560,000 7,560,000 

 

 

(重要な後発事象) 

 

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、平成18年５月８日付で株式会社ジャスダッ

ク証券取引所から上場承認を受け、平成18年６月７日

に株式会社ジャスダック証券取引所に株式上場を予定

しております。株式上場にあたり、平成18年５月８日

開催の取締役会において新株式発行および株式売出を

決議いたしました。 

 

１．発行する株式の募集について 

（１）募集株式数  
発行する普通株式 1,550,000株 

（２）払込金額 

未定 

（平成18年５月18日開催予定の取締役会で決定） 

ただし、引受価額（引受人より当社に支払われ

る金額）が発行価額を下回る場合は、本新株式

募集を中止するものとする。なお、有価証券届

出書に記載する「発行価額」は、払込金額と同

額とする。 
（３）増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

増加する資本金の額は、会社計算規則第３７

条に従い算出される資本金等増加限度額の２分

の１の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。また、増加する資本準備金の額は、当該資

本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。 
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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) 

 （４）発行価格 

未定 

（払込金額決定後、払込金額以上の価格で仮条

件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘

案の上、平成18年５月29日に決定される予定） 

（５）募集方法 

発行価格による一般募集とし、大和証券エス

エムビーシー株式会社、野村證券株式会社、新

光証券株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社、Ｓ

ＭＢＣフレンド証券株式会社、みずほインベス

ターズ証券株式会社、イー・トレード証券株式

会社および楽天証券株式会社に全株式を買取引

受けさせる。 

（６）払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 新宿西口支店 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿新都心店 

（７）引受人の対価 

引受手数料は支払わず、これに代わるものと

して、発行価格と引受価額（引受人より当社に

支払われる金額）との差額の総額を引受人の手

取金とする。 

（８）証券会社申込受付期間 

平成18年５月31日(水曜日)から平成18年６月

５日(月曜日)まで 

（９）申込株数単位 

100株 

（10）払込期日 
平成18年６月６日(火曜日) 

（11）株券交付日 

平成18年６月７日(水曜日) 

（12）払込金額及びその他この新株式発行に関し取

締役の決定を要する事項は、今後開催予定の取

締役会において決定し、引受契約の締結、その

他本株式の発行に必要な一切の事項について

は、代表取締役社長に一任する。 

（13）前記各号については、証券取引法による届出

の効力発生を条件とする。 

 

２．株式売出について 

 （１）売出株式数 

   ①引受人の買取引受による売出し分 

    普通株式 1,313,000株 
   ②オーバーアロットメントによる売出し分 

    普通株式 上限187,000株 
 （２）売出価格 

    未定 

   （平成18年５月29日に決定される予定） 

なお、上記１により募集する株式の発行価格と

同一とする。 
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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) 

  （３）売出人及び売出株式数 

   ①引受人の買取引受による売出し分 

    東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

    三菱商事株式会社 1,050,000株 
   東京都杉並区西荻南二丁目２０番８－３０２号 

    有限会社フォーリーブズ 263,000株 
   ②オーバーアロットメントによる売出し分 

    東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

    大和証券エスエムビーシー株式会社 

    上限 187,000株 
   ①と②の合計上限 1,500,000株 
 （４）売出方法 

   ①引受人の買取引受による売出し分 

    売出価格による一般向けの売出しとし、大和 

証券エスエムビーシー株式会社に全株式を買取 

引受けさせる。 

   ②オーバーアロットメントによる売出し分 

    上記１により発行する株式の募集および引受

人の買取引受による売出しに関連して、かかる

募集および当該売出しの需要状況を勘案の上、

大和証券エスエムビーシー株式会社が、当社株

主から借受ける当社普通株式を追加的に売出す

ものとする。 

なお、オーバーアロットメントによる売出し 

は、需要状況等により一部または全部につき行

わない場合がある。 

 （５）引受人の対価 

    引受手数料は支払わず、これに代わるものと

して、売出価格と引受価額（引受人より売出人

に支払われる金額）との差額の総額を引受人の

手取金とする。 

 （６）証券会社申込受付期間 

    上記１により発行する株式の募集の申込受付

期間と同一とする。 

 （７）申込株数単位 

    上記１により発行する株式の募集の申込株数

単位と同一とする。 

 （８）株券受渡期日 

    平成18年６月７日(水曜日) 

 （９）その他本株式売出しに関して取締役会におけ

る承認が必要な事項は、今後開催予定の取締役

会において決定し、引受契約の締結、その他本

株式売出しに必要な一切の事項については、代

表取締役社長に一任する。 

 （10）ただし、上記１において定める発行する株式

の募集が中止された場合には、引受人の買取引

受による売出しおよびオーバーアロットメント

による売出しのいずれも中止される。前記各号

については、証券取引法による届出の効力発生

を条件とする。 

 


