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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 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

5,659   （2.2）

5,535  （△13.2）

百万円   ％

206   （7.6）

191   （△50.8）

百万円   ％

229  （△2.2）

234  （△48.1）

 

 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   ％ 

172      （67.7） 

103    （△48.4） 

円  銭

95   30 

57   30 

円  銭

－

－

％

13.5 

9.1 

％ 

8.0 

8.2 

％

4.1 

4.2 

（注）①期中平均株式数      18年３月期   1,815,123株   17年３月期 180,000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 

④平成18年２月17日付をもって１株につき10株の株式分割を行っております。平成17年３月期の

１株当たり情報は、前期首に分割が行われたものとして遡及修正しております。 

 

(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 

7   50 

75   00 

円  銭

－

－

円  銭

7   50 

75   00 

百万円

13 

13 

％ 

7.9 

13.1 

％

1.0 

1.1 

（注）①17年３月期期末配当金の内訳（普通配当 75円） 

②平成17年３月期の１株当たり情報は株式分割前の株式数で記載しております。 

 

(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 

2,953 

2,813 

百万円

1,383 

1,180 

％ 

46.8 

42.0 

円   銭

755      74 

6,557      96 

（注）①期末発行済株式数      18年３月期   1,830,000株   17年３月期    180,000株 

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

③平成17年３月期の１株当たり情報は株式分割前の株式数で記載しております。 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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 

2,928 

6,060 

百万円

83 

254 

百万円

50 

151 

円 銭

――― 

――― 

円 銭 

――― 

7   50 

円 銭

――― 

7   50 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 72円60銭 

 

 

 

 

 
 

※ 上記の予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提とし

ております。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 

 

 

－  － 
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６．個別財務諸表 

 

（1） 【貸借対照表】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,083,958  1,201,620

２．受取手形  210,517  225,736

３．売掛金 ※４ 840,802  926,675

４．制作支出金 ※１ 51,313  56,682

５．前払費用  28,364  32,778

６．繰延税金資産  30,484  17,158

７．未収法人税等  －  47,496

８．未収消費税等  4,059  －

９．その他  2,431  3,220

貸倒引当金  △8,000  △110

流動資産合計  2,243,932 79.8  2,511,258 85.0

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 ※２ 151,625 18,141 

減価償却累計額  74,549 77,075 2,807 15,333

２．構築物  1,345 － 

減価償却累計額  1,151 194 － －

３．車輌運搬具  10,898 8,876 

減価償却累計額  7,580 3,318 7,097 1,779

４．工具器具備品  36,841 46,312 

減価償却累計額  15,430 21,411 20,530 25,782

５．土地 ※２ 88,403  －

有形固定資産合計  190,401 6.7  42,895 1.5

 

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(2）無形固定資産   

１．電話加入権  3,600  3,600

２．ソフトウェア  3,747  67,449

３．ソフトウェア仮勘定  29,670  －

無形固定資産合計  37,017 1.3  71,050 2.4

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券 ※２ 47,516  70,142

２．関係会社株式  39,121  58,434

３．従業員長期貸付金  －  5,767

４．繰延税金資産  141,404  64,863

５．保険積立金  47,664  50,337

６．敷金及び保証金  59,413  72,007

７．その他 ※２ 13,709  13,410

貸倒引当金  △6,779  △6,500

投資その他の資産合計  342,049 12.2  328,462 11.1

固定資産合計  569,469 20.2  442,407 15.0

資産合計  2,813,401 100.0  2,953,666 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※４ 538,000  622,978

２．買掛金 ※４ 399,449  477,885

３．短期借入金  13,600  10,000

４．１年以内返済予定の長
期借入金 

※２ 183,680  95,660

５．未払金  32,115  41,133

６．未払費用  8,341  9,119

７．未払法人税等  129,509  －

８．未払消費税等  －  14,192

９．前受金  26,467  18,426

10．預り金  3,873  4,046

11．賞与引当金  42,000  45,000

12．その他  1,300  5,561

流動負債合計  1,378,339 49.0  1,344,004 45.5

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 111,860  62,000

２．退職給付引当金  30,068  42,732

３．役員退職慰労引当金  112,700  121,925

固定負債合計  254,628 9.0  226,657 7.7

負債合計  1,632,967 58.0  1,570,661 53.2

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 90,000 3.2  105,000 3.5

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  － 15,000 

資本剰余金合計  － －  15,000 0.5

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  20,310 21,660 

２．任意積立金   

(1）別途積立金  920,000 1,020,000 

３．当期未処分利益  142,759 200,900 

利益剰余金合計  1,083,069 38.5  1,242,560 42.1

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 7,364 0.3  20,443 0.7

資本合計  1,180,434 42.0  1,383,004 46.8

負債・資本合計  2,813,401 100.0  2,953,666 100.0

   

 

－  － 
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（2） 【損益計算書】 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  5,535,772 100.0  5,659,432 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．期首棚卸高  108,637 51,313 

２．当期仕入高  4,189,138 4,353,128 

合計  4,297,775 4,404,441 

３．期末棚卸高  51,313 4,246,462 76.7 56,682 4,347,758 76.8

売上総利益  1,289,309 23.3  1,311,673 23.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,097,571 19.8  1,105,329 19.5

営業利益  191,737 3.5  206,343 3.7

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  71 116 

２．受取配当金  446 280 

３．仕入割引 ※２ 28,919 29,374 

４．受取家賃  626 72 

５．為替差益  1,868 － 

６．受取手数料 ※２ 14,320 6,680 

７．雑収入  3,204 49,456 0.9 3,592 40,116 0.7

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  5,115 2,987 

２．手形売却損  209 61 

３．営業所原状回復費  756 － 

４．為替差損  － 633 

５．上場準備費用  － 7,962 

６．新株発行費  － 620 

７．雑損失  298 6,379 0.2 4,647 16,911 0.3

経常利益  234,814 4.2  229,548 4.1

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

44,371 １．固定資産売却益 ※４ －

3,908 ２．保険解約返戻金  157,068

7,903 ３．貸倒引当金戻入益  1,200 158,268 2.9 56,183 1.0

Ⅶ 特別損失   

－ １．減損損失 ※３ 198,003

－ ２．固定資産売却損 ※５ 1,707 199,710 3.6 － －

税引前当期純利益  193,371 3.5  285,732 5.1

法人税、住民税及び事
業税 

 170,680 31,813 

80,927 法人税等調整額  △80,452 90,227 1.6 112,741 2.0

当期純利益  103,143 1.9  172,991 3.1

前期繰越利益  33,817  27,909

合併による未処分利益
受入額 

 5,798  －

当期未処分利益  142,759  200,900

   

 

－  － 
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（3） 【利益処分計算書（案）】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月27日） 

当事業年度 
（株主総会承認予定日 
   平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   142,759  200,900 

Ⅱ 利益処分額      

１．利益準備金  1,350  －  

２．配当金  13,500  13,725  

３．任意積立金      

別途積立金  100,000 114,850 150,000 163,725 

Ⅲ 次期繰越利益   27,909  37,175 

      

 

 

－  － 
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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 

(1）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。 

(1）子会社株式 

同  左 

 (2）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。 

(2）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を採用し

ております。 

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 

制作支出金 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

制作支出金 

同  左 

３．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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物      39～50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(附属設備を除く)は定額法

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      39～50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 

４．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。 

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勘案し、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、支給見込額の当期負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

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） 

 (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及び年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処

理しております。 

 なお、数理計算上の差異について

は、当該差異が発生した事業年度の翌

事業年度から３年間にわたり償却して

おります。 

(3）退職給付引当金 

同  左 

 (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。 

(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．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 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

同  左 

 

会計処理の変更 

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） ────── 

 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）が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。 

 これにより税引前当期純利益は198,003千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

 

－  － 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 至 平成17年３月31日） 

────── 当事業年度から資本金が１億円超になり外形標準課税

制度が適用となった事に伴い、「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3,286千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減

少しております。 

 

 

－  － 
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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 制作支出金 

 販売促進物の制作はもっぱら外注に依存してお

り、工程毎にそれぞれの外注先を使用するのが通常

となっております。よって制作工程の途中にあるも

ので、すでに役務提供等の終了した工程に係る外注

先への支払額及び支払の確定した金額を集計したも

のであります。 

※１ 制作支出金 

同  左 

※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。

※２               ────── 

 
建物 67,046千円 

土地 88,403 

投資有価証券 24,411 

投資その他の資産「その他」 6,500 

計 186,360千円 
  

   

  上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金

67,200千円及び長期借入金71,200千円の担保に供し

ております。 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 ※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

 
授権株式数 普通株式 720,000株

発行済株式総数 普通株式 180,000株
  

 
授権株式数 普通株式 7,200,000株

平成18年２月17日付で普通株式１株につき10株の

株式分割に伴う定款の変更が行われ、6,480,000株

増加いたしました。 

発行済株式総数 普通株式 1,830,000株

平成17年９月29日付で第三者割当増資による新株

の発行を行い3,000株、平成18年２月17日付で普通

株式１株につき10株の株式分割に伴う新株式の発行

を行い1,647,000株増加いたしました。 

※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

※４ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

 
流動資産 

売掛金 24,166千円

流動負債 

支払手形 99,922千円

買掛金 87,075千円
  

 
流動資産 

売掛金 43,163千円

流動負債 

支払手形 123,273千円

買掛金 110,629千円
  

 ５ 偶発債務 

(1）債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

 ５ 偶発債務 

(1）債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

 
保証先 金額 内容 

㈱岐阜クリエート 13,400千円 借入債務 
  

 
保証先 金額 内容 

㈱岐阜クリエート 3,440千円 借入債務 
  

－  － 
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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） 

   
 ６ 受取手形の割引高 10,353千円
  

 
 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時価

を付したことにより増加した純資産額は7,364千円

であります。 

 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20,443千円

であります。 

 

－  － 
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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 

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

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は６％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は６％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
役員報酬 103,046千円 

給与手当 372,114 

賞与手当 36,827 

賞与引当金繰入額 42,000 

退職給付費用 16,556 

法定福利費 59,327 

役員退職慰労引当金繰入額 22,175 

減価償却費 10,606 

旅費交通費 56,819 

支払手数料 73,969 
  

 
役員報酬 92,260千円 

給与手当 398,455 

賞与手当 39,490 

賞与引当金繰入額 42,800 

退職給付費用 14,818 

法定福利費 64,756 

役員退職慰労引当金繰入額 9,225 

減価償却費 11,379 

旅費交通費 67,796 

支払手数料 49,650 

地代家賃 67,500 
  

 「支払手数料」は当事業年度において販売費及び

一般管理費の総額の100分の５を超えたため、注記

の対象としました。 

 なお、前事業年度における「支払手数料」の金額

は28,365千円であります。 

 「地代家賃」は当事業年度において販売費及び一

般管理費の総額の100分の５を超えたため、注記の

対象としました。 

 なお、前事業年度における「地代家賃」の金額は

40,240千円であります。 

※２ 関係会社との取引に係るものは次のとおりであり

ます。 

※２ 関係会社との取引に係るものは次のとおりであり

ます。 

 
仕入割引 9,145千円 

受取手数料 14,320千円 
  

 
仕入割引 9,852千円 

受取手数料 6,680千円 
  

－  － 
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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 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

※３               ────── 

 
場所 用途 種類 

旧本社ビル 
（大阪市淀川区） 

 
ショールーム 

 
土地 

  

 

 当社の保有する重要な固定資産は、上記、旧本社

ビルの土地、建物であります。 

 旧本社ビルについては、本社機能として、営業

部、購買部、管理部、役員が所属していたことか

ら、当期首においては共用資産として認識しており

ました。しかしながら、事業規模の拡大に伴う、人

員数の増加に対応するため、平成17年１月17日の取

締役会決議により、本社機能を大阪市中央区に移転

することが決定されたことに伴い、旧本社ビルにつ

いては、その一部をショールームとして利用するこ

ととなったため、会社の事業として密接に関連する

共用資産としての性格が希薄化したことにより、一

つの資産グループとして減損損失を認識することと

しました。これにより、上記旧本社ビルの土地の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（198,003千円）として特別損失に計上しま

した。 

 なお、上記資産の回収可能価額は、不動産鑑定士

による鑑定評価に基づく正味売却価額により測定し

ております。 

 

※４               ────── ※４ 固定資産の売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

    
建物 38,274千円 

土地 6,097 

計 44,371千円 
  

※５ 固定資産の売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※５               ────── 

 
建物 1,687千円 

車輌運搬具 19 

計 1,707

   

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） 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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 25,074 20,387 4,686

合計 25,074 20,387 4,686

  

 

 
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 2,819 1,409 1,409

合計 2,819 1,409 1,409

  
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 

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 3,468千円

１年超 1,633千円

合計 5,102千円
  

 
１年内 591千円

１年超 1,042千円

合計 1,633千円
  

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 

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 9,526千円

減価償却費相当額 8,501千円

支払利息相当額 566千円
  

 
支払リース料 3,661千円

減価償却費相当額 3,189千円

支払利息相当額 289千円
  

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。 

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 

 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、

利息法によっています。 

５．利息相当額の算定方法 

同  左 

６．減損損失について ６．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。 同  左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における子会社株式で時価のあるも

のはありません。 

 

（税効果会計関係） 

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．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 

（千円） （千円）

 
繰延税金資産 

未払事業税 11,511

賞与引当金 17,052

貸倒引当金 2,496

退職給付引当金 7,215

役員退職慰労引当金 45,756

ゴルフ会員権評価損 8,972

減損損失 80,389

その他 3,529

繰延税金資産合計 176,922

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △5,033

繰延税金負債合計 △5,033

繰延税金資産(負債)の純額  171,888
  

 
繰延税金資産 

賞与引当金 18,270

貸倒引当金 2,636

退職給付引当金 13,702

役員退職慰労引当金 49,501

ゴルフ会員権評価損 8,972

その他 6,159

繰延税金資産合計 99,242

繰延税金負債 

未収事業税 △3,246

その他有価証券評価差額金 △13,973

繰延税金負債合計 △17,219

繰延税金資産(負債)の純額  82,022
  

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

 
流動資産－繰延税金資産 30,484

固定資産－繰延税金資産 141,404
  

 
流動資産－繰延税金資産 17,158

固定資産－繰延税金資産 64,863
  

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 40.6 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

2.0 

修正申告加算税等 3.3 

その他 0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7 
  

 
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。 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

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 6,557円96銭

１株当たり当期純利益金額 573円02銭

  

 

１株当たり純資産額 755円74銭

１株当たり当期純利益金額 95円30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、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

当社は、平成18年２月17日をもって普通株式１株につ

き10株に分割を行っております。 

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 655円80銭

１株当たり当期純利益金額 57円30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、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

 （注） 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。 

 
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（千円） 103,143 172,991 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 103,143 172,991 

期中平均株式数（千株） 180 1,815 

 

－  － 
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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） 

（株式分割） 

 平成18年１月17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18年２月17日をもって普通株式１株につき10株

に分割 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式  1,647,000株 

(2）分割方法 

 平成18年２月16日午後５時現在の株主名簿に記載

ある株主の所有株式数を、１株につき10株の割合を

もって分割 

２．配当起算日 

平成17年10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 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

600.72円 655.80円

１株当たり当期純利益金
額 

１株当たり当期純利益金
額 

105.47円 57.30円

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金額

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。 
   

（公募増資） 

 当社株式は、平成18年５月16日に株式会社ジャスダッ

ク証券取引所の承認を得て、平成18年６月20日にジャス

ダック証券取引所に上場しております。当社は上場にあ

たり平成18年５月16日及び平成18年５月30日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平

成18年６月19日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年６月19日付で資本金は291,000千

円、発行済株式総数は2,080,000株となっております。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式250,000株 

③ 発行価格 ：１株につき1,600円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき1,488円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額（１株につき

112円）の総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき1,190円 

(資本組入額744円) 

⑥ 発行価額の総額 ：297,500千円 

⑦ 払込金額の総額 ：372,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：186,000千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年６月19日 

⑩ 資金の使途 ：東京本社の移転及び情報シ

ステムの新規構築 
  

 

－  － 
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７．役員の異動 

 

（1） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2） その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役  山本 泰（会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。） 

 

②退任予定取締役 

取締役  藤井 優 

 

③新任監査役候補 

該当事項はありません。 

 

④退任予定監査役 

該当事項はありません。 

 

⑤昇格予定取締役 

該当事項はありません。 

 

⑥役職の移動 

該当事項はありません。 

 

（3） 就任予定日 

平成18年８月１日 

－  － 
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