
39 

    
平成平成平成平成    18181818    年年年年    5555    月期月期月期月期            個別財務諸表個別財務諸表個別財務諸表個別財務諸表のののの概要概要概要概要                            平成 18 年６月 30 日    
 
上 場 会 社 名        株式会社ウェザーニューズ                   上場取引所            東証第一部 
コ ー ド 番 号        ４８２５                                    本社所在都道府県      東京都 
 
（ＵＲＬ  http://www.weathernews.com/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長   氏名 石 橋 博 良 
問合せ先責任者 役職名 SR ｺｰﾅｰ(広報 IR)ﾘｰﾀﾞｰ   氏名 森 下 良 治  ＴＥＬ (043)274－5536 
                                     E-mail ir@wni.com 
決算取締役会開催日 平成 18 年６月 30 日      配当支払開始予定日 平成 18 年８月 21 日  
定時株主総会開催日 平成 18 年８月 20 日       単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年５月期の業績(平成 17 年６月１日～平成 18 年５月 31 日) 
(1)経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18 年５月期 
17 年５月期 

8,314    ( △8.6) 
9,097    (○22.2) 

290    (△31.2) 
422    (△55.5) 

245    (△32.1) 
361    (△70.6) 

 
 

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 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
 

百万円   ％ 
 

円 銭 円 銭 ％ 
     

％ 
     

％ 
     18 年５月期 

17 年５月期 
△731 (  ― ) 
△50 (  ― ) 

△63.81 
△4.28 

― 
― 

△20.1 
△1.1 

2.8 
4.1 

2.9 
4.0 

(注) ①期中平均株式数 18 年５月期  11,457,623 株            17 年５月期  11,710,585 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 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
 

百万円 
 

百万円 
 

％ 
         

円  銭 

18 年５月期 
17 年５月期 

8,216 
9,056 

2,893 
4,398 

35.1 
48.6 

266.66 
375.06 

(注)  ①期末発行済株式数   18 年５月期  10,852,200 株 17 年５月期 11,726,700 株 
    ②期末自己株式数     18 年５月期    991,800 株 17 年５月期   117,300 株 
 
２．19 年５月期の業績予想(平成 18 年６月 31 日～平成 19 年５月 31 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 
 

百万円 
 

百万円 
 中 間 期 

通   期 
4,000 
8,800 

300 
500 

△200 
△300 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  △ 27 円 64 銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
配当金総額 
（百万円） 

配当性向 
（％） 

純資産 
配当率(％) 

17 年５月期 ― 10.00 10.00 117 ― 2.6 

18 年５月期 ― 10.00 10.00 108 ― 3.1 
19 年５月期（予想） ― 10.00 10.00    
 
 
 
※ 業績予測は、現在得られている各種情報から判断した将来情報です。当社および連結子会社における一般的な状況、景気お
よび産業動向の変化等によるリスクや不確実性を含んでおります。上記業績予想の前提条件などに関する事項については、添付
資料の 12ページを参照して下さい。 
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５．個別財務諸表等 
財務諸表 
① 【貸借対照表】 

 

  第19期 
(平成17年５月31日) 

第20期 
(平成18年５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   659,794   713,475  
 ２ 受取手形   3,276   494  
 ３ 売掛金 ※１  1,732,726   1,520,124  
 ４ 商品   10,012   9,917  
 ５ 仕掛品   67,401   84,933  
 ６ 貯蔵品   49,622   54,183  
 ７ 前払費用   47,072   40,714  
 ８ 繰延税金資産   5,210   11,408  
 ９ 短期貸付金 ※１  93,908   194,223  
 10 未収入金 ※１  ―   138,759  
 11 未収法人税等   147,052   ―  
 12 立替金   32,380   ―  
 13 その他   19,164   2,750  
   貸倒引当金   △710   △3  
   流動資産合計   2,866,912 31.7  2,770,981 33.7 
Ⅱ 固定資産        
 (1) 有形固定資産        
  １ 建物 ※２ 1,256,348   1,270,639   
    減価償却累計額  △332,296 924,051  △403,758 866,880  
  ２ 車両運搬具  7,248   7,248   
    減価償却累計額  △6,440 807  △6,698 549  
  ３ 工具、器具及び備品 ※２ 2,839,038   3,194,042   
    減価償却累計額  △2,137,237 701,800  △2,413,478 780,563  
  ４ 土地 ※２  384,677   384,677  
  ５ 建設仮勘定   128,911   93,719  
    有形固定資産合計   2,140,248 23.6  2,126,390 25.9 
 (2) 無形固定資産        
  １ ソフトウェア   368,681   527,623  
  ２ 電話加入権   25,547   25,547  
  ３ 電気通信施設利用権   14,901   12,424  
    無形固定資産合計   409,131 4.5  565,595 6.9 
 (3) 投資その他の資産        
  １ 投資有価証券   44,240   44,240  
  ２ 関係会社株式   2,962,586   2,460,988  
  ３ 出資金   1,000   1,000  
    ４ 関係会社出資金   129,947   15,583  
   ５ 破産更生債権等      6,586   6,547  

６  長期前払費用   15,156   10,989  
  ７ 繰延税金資産   291,310   57,966  
  ８ 敷金・保証金   195,914   163,207  
    貸倒引当金   △6,586   △6,547  
    投資その他の資産合計   3,640,155 40.2  2,753,974 33.5 
   固定資産合計   6,189,535 68.3  5,445,960 66.3 
   資産合計   9,056,447 100.0  8,216,942 100.0 
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  第19期 
(平成17年５月31日) 

第20期 
(平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)        
Ⅰ 流動負債        
 １ 買掛金 ※１  295,482   558,936  
 ２ 一年内返済予定長期借入金 ※２  788,490   1,049,040  
 ３ 未払金 ※１  244,552   849,699  
 ４ 未払消費税等   4,296   10,434  
 ５ 未払費用   64,217   53,315  
 ６ 未払法人税等   ―   96,168  
 ７ 前受金   16,719   3,141  
 ８ 預り金   17,170   19,257  
 ９ 新株引受権   6,992   ―  
 10 その他   ―   2,809  
   流動負債合計   1,437,920 15.9  2,642,801 32.2 

Ⅱ 固定負債        
 

１ 社債   ―   500,000  

２ 長期借入金 ※２  2,499,250   2,180,210  
 ３ 投資損失引当金   721,000   ―  
   固定負債合計   3,220,250 35.5  2,680,210 32.6 
   負債合計   4,658,170 51.4  5,323,011 64.8 

(資本の部)        
Ⅰ 資本金 ※４  1,706,500 18.8  ― ― 
Ⅱ 資本剰余金        
 １ 資本準備金   1,028,164   ―  
 ２ その他資本剰余金        
     (1)  自己株式処分差益   1,327   ―  
   資本剰余金合計   1,029,491 11.4  ― ― 
Ⅲ 利益剰余金        
 １ 任意積立金        
     (1)  特別償却準備金  24,833   ―   
    (2) 別途積立金  1,600,000 1,624,833  ― ―  
 ２ 当期未処分利益   106,263   ―  
   利益剰余金合計   1,731,097 19.1  ― ― 
Ⅳ 自己株式 ※５  △68,811 △0.7  ― ― 
   資本合計   4,398,277 48.6  ― ― 
   負債及び資本合計   9,056,447 100.0  ― ― 
        

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   ― ―  1,706,500 20.8 

２ 資本剰余金        

     (1)資本準備金  ―   1,028,164   

     (2)その他資本剰余金  ―   1,327   

   資本剰余金合計   ― ―  1,029,491 12.5 

３ 利益剰余金        

     (1) その他利益剰余金        

        特別償却準備金  ―   11,123   

        別途積立金  ―   1,450,000   

    繰越利益剰余金  ―   △578,494   
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  第19期 
(平成17年５月31日) 

第20期 
(平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

   利益剰余金合計   ―   ―  882,629 10.7 
４ 自己株式   ―   ―  △731,682 △8.9 

株主資本合計   ―   ―  2,886,938 35.1 
Ⅱ 新株予約権        
  １ 新株引受権  ―   6,992   
   新株予約権合計   ―   ―  6,992 0.1 

  純資産合計   ―   ―  2,893,930 35.2 

  負債純資産合計   ―   ―  8,216,942 100.0 
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② 【損益計算書】 
 

  
第19期 

(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５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 ※３  9,097,215 100.0  8,314,571 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※2,3  6,728,661 74.0  7,086,180 85.2 

   売上総利益   2,368,554 26.0  1,228,390 14.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  1,946,177 21.3  937,737 11.3 

   営業利益   422,377 4.7  290,653 3.5 

Ⅳ 営業外収益        

  １  受取利息 ※３ 929   3,021   

  ２  為替差益  ―   13,185   

 ３ その他  5,345 6,274 0.0 4,261 20,468 0.2 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  41,774   45,037   

２  社債利息  ―   2,937   

 ３ 社債発行費  ―   10,200   

２  為替差損  23,164   ―   

 ３ その他  1,806 66,745 0.7 7,390 65,565 0.8 

   経常利益   361,905 4.0  245,556 2.9 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  1,510 1,510 0.0 746 746 0.0 

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産除却損  18,031   5,162   

 ２ 投資損失引当金繰入額 ※４ 271,736   595,194   

３ 関係会社支援損  10,000   ―   

４ 事業改革費用 ※５ 56,962 356,730 3.9 ― 600,357 7.2 
   税引前当期純利益又は税

引前当期純損失(△）   6,686 0.1  △354,054 △4.3 

   法人税、住民税及び事業税  77,147   150,000   

   法人税等調整額  △20,303 56,843 0.6 227,146 377,146 4.5 

   当期純損失(△）   △50,157 △0.5  △731,200 △8.8 

   前期繰越利益   156,420   ―  

   当期未処分利益   106,263   ―  
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売上原価明細書 
 

  
第19期 

(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  621,080 9.1 654,714 8.9 

Ⅱ 労務費  2,088,695 30.6 2,243,759 30.5 

Ⅲ 経費 ※１ 4,109,545 60.3 4,464,782 60.6 

  当期総製造費用  6,819,320 100.0 7,363,256 100.0 

  期首仕掛品たな卸高  54,227  67,401  

   合計  6,873,548  7,430,658  

  期末仕掛品たな卸高  67,401  84,933  

    他勘定振替高 ※２ 77,484  259,544  

  当期売上原価  6,728,661  7,086,180  

      
 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 
関係会社業務委託費 1,742,104千円
外注加工費 441,566千円
通信費 583,967千円
減価償却費 451,502千円
地代家賃 227,794千円

 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 
関係会社業務委託費 1,906,217千円
外注加工費 615,944千円
通信費 622,779千円
減価償却費 505,714千円
地代家賃 249,449千円

 
※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 
        ソフトウェア           77,484千円 

※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 
        ソフトウェア          259,544千円 
 

 ３ 原価計算の方法 
        個別原価計算を採用しております。 

３ 原価計算の方法 
同左 
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③ 【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 
 

  前事業年度 
(株主総会承認日 平成17年８月21日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   106,263 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

 １ 特別償却準備金取崩額  6,854  

 ２ 別途積立金取崩額  150,000 156,854 

合計   263,118 

Ⅲ 利益処分額    

 １ 配当金  117,267 117,267 

Ⅳ 次期繰越利益   145,851 
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 株主資本等変動計算書 

当期 (自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 1,706,500 1,028,164 1,327 1,029,491 

当期中の変動額    

 特別償却準備金の取崩し 
  (19期利益処分)    

別途積立金の取崩し 
(19期利益処分)    

 特別償却準備金の取崩し    

 剰余金の配当    

当期純利益    

 自己株式の取得     

株主資本以外の項目の当期
中の変動額（純額） 

    

当期変動額合計 － － － － 

平成18年５月31日残高(千円) 1,706,500 1,028,164 1,327 1,029,491 

 
 
 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成17年５月31日残高(千円) 24,833 1,600,000 106,263 1,731,097 △68,811 4,398,277 

当期中の変動額       

 特別償却準備金の取崩し 
  (19期利益処分) 

△6,854  6,854 －  － 

別途積立金の取崩し 
(19期利益処分)  △150,000 150,000 －  － 

  特別償却準備金の取崩し △6,854  6,854 －  － 

 剰余金の配当   △117,267 △117,267  △117,267 

 当期純利益   △731,200 △731,200  △731,200 

 自己株式の取得     △662,871 △662,871 

  株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

      

当期変動額合計 △13,709 △150,000 △684,757 △848,467 △662,871 △1,511,338 

平成18年５月31日残高(千円) 11,123 1,450,000 △578,494 882,629 △731,682 2,886,938 
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新株予約権 

 
新株引受権 

 
新株予約権 
合計 
 

純資産合計 

平成17年５月31日残高(千円) 6,992 6,992 4,405,269 

当期中の変動額    

 特別償却準備金の取崩し 
  (19期利益処分)   － 

別途積立金の取崩し 
(19期利益処分)   － 

  特別償却準備金の取崩し   － 

 剰余金の配当   △117,267 

 当期純利益   △731,200 

 自己株式の取得   △662,871 

株主資本以外の項目の当期
中の変動額（純額） － － － 

当期変動額合計 － － △1,511,338 

平成18年５月31日残高(千円) 6,992 6,992 2,893,930 
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重要な会計方針 
 

項目 
第19期 

(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５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 
移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
同左 

(2) その他有価証券 
    時価のないもの 

同左 
２ デリバティブの評価基準 時価法 同左 
３ たな卸資産の評価基準及び
評価方法 

(1) 商品 
  先入先出法による原価法 
(2) 仕掛品 
  個別法による原価法 
(3) 貯蔵品 
  移動平均法による原価法 

(1) 商品 
同左 

(2) 仕掛品 
同左 

(3) 貯蔵品 
同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 
  法人税法の規定に基づく定率法 
  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、法人税法の規
定に基づく定額法を採用しており
ます。 
  なお、取得価額が10万円以上20
万円未満の減価償却資産について
は、法人税法の規定に基づき、３
年間で均等償却する方法を採用し
ております。 

(1) 有形固定資産 
同左 
 

 (2) 無形固定資産 
  法人税法の規定に基づく定額法 
  ただし、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）に基づく定額法
を採用しております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

５  繰延資産の処理方法 ―――――― 社債発行費は、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、期末日の
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) 投資損失引当金 
  子会社に対する投資等の損失に
備えるため、投資先の財政状態等
を勘案し、必要額を計上しており
ます。 

(2) 投資損失引当金 
同左 
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項目 
第19期 

(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 
ただし、振当処理の要件を満たす

為替予約については振当処理を、特
例処理の要件を満たす金利スワップ
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) (ヘッジ対象) 

為替予約取引 外貨建金銭債務 

金利スワップ取引 借入金 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 (3) ヘッジ方針 
外貨建金銭債務に伴うキャッシ

ュ・フローを確定させる目的で、為
替予約取引を行っております。 
また、将来の金利市場における利

率上昇による変動リスクを回避し、
資金調達コストを固定化する目的で
金利スワップ取引を利用しておりま
す。 

(3) ヘッジ方針 
同左 

10 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

にて処理しております。 

消費税等の会計処理方法 
同左 

 
   

 
 

会計処理方法の変更 

 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当期から、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」（企業会計基準適用指
針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 
なお、これによる当期の損益に与える影響はありませ
ん。 

―――――― 
 
 
 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 
 当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年
12月９日)を適用しております。 
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第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は2,886,938千
円であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸
借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等
規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（損益計算書） 
１ 前期において営業外収益の「その他」に含めて表示
しておりました受取利息については、当期において営業
外収益の総額の100分の10を超えることとなったため、
当期より区分掲記することといたしました。 
 なお、前期の受取利息は、1,489千円であります。 
 
２ 前期まで区分掲記しておりました受取配当金（当期
240千円）については、営業外収益の総額の100分の10
以下となったため、当期より営業外収益の「その他」に
含めて表示しております。 

（貸借対照表） 
１ 前期において流動資産の「その他」に含めて表示し
ておりました未収入金については、総資産の100分の1を
超えたため、当期より区分掲記することといたしまし
た。 
 なお、前期の未収入金は、17,348千円であります。 
 
２ 前期まで区分掲記しておりました立替金（当期293
千円）については、総資産の100分の1以下となったため、
当期より流動資産の「その他」に含めて表示しておりま
す。 
 

―――――― 

 

追加情報 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５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」（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、当期から同実務対応報告に基づき、
法人事業税の付加価値割および資本割18,936千円を販
売費及び一般管理費として処理しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が同額増加し、営業
利益、経常利益および税引前当期純利益が、それぞれ同
額減少しております。 

 
―――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第19期 
(平成17年５月31日) 

第20期 
(平成18年５月31日) 

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債は、次のとお
りであります。 

     売掛金           346,538千円 
          短期貸付金                   93,908千円 
 
 
 
 
※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務
は、次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 
 
建物 473,582千円
工具、器具及び備品 177,683千円
土地 215,000千円
     計 866,266千円

  (2) 上記に対応する債務 
一年内返済予定長期借入金 
長期借入金 

77,810千円
645,090千円

     計 722,900千円
 
  ３ 偶発債務 
(1) 下記の関係会社のオランダ政府に対する債務に
ついて、保証を行っております。 
Weathernews Benelux B.V.       60,699千円 

(2) 下記の関係会社のリース債務について、保証を
行っております。 
Weathernews Americas Inc.     385,235千円 

計 445,935千円
 
 
 
 

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債は、次のとお
りであります。 

     売掛金          1,500,375千円 
          短期貸付金                  194,223千円 
          未収入金                    128,389千円 
          買掛金                      192,561千円 
          未払金                      431,216千円 
 
※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務
は、次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 
 
建物 827,940千円
工具、器具及び備品 192,678千円
土地 384,677千円
     計 1,405,297千円

  (2) 上記に対応する債務 
一年内返済予定長期借入金 
長期借入金 

117,380千円
717,710千円

     計 835,090千円
 
  ３ 偶発債務 
(1) 平成17年６月１日に当社は販売部門を会社分割
したことに伴い、下記の関係会社が当社から承
継したリース債務につき、併存的債務引受を行
っております。 

 株式会社 
 ダブリュエックス二十四 392,670千円
(2) 下記の関係会社のリース債務について、保証を
行っております。 
 Weathernews Americas 

Inc. 
361,783千円

計 754,453千円
 ※４ 会社が発行する株式の総数 

                      普通株式 
 

47,000,000株 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われ
た場合には、会社が発行する株式について、これ
に相当する株式数を減ずることとなっておりま
す。 

   発行済株式総数  普通株式 11,844,000株 
 
※５  会社が保有する自己株式の数   
                      普通株式          117,300株 

※４               ―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 

※５               ―――――― 
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(損益計算書関係) 

 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用
のおおよその割合は60％であり、一般管理費に属す
る費用のおおよその割合は40％であります。 

   なお、主要な費目及び金額は、次のとおりであり
ます。 
販売手数料 206,306千円
役員報酬 149,954千円
給料手当 661,845千円
旅費交通費 180,969千円
減価償却費 38,070千円
地代家賃 116,324千円

 

※１ 平成17年６月１日に行った当社子会社の株式会社
ダブリュエックス二十四への販売部門の会社分割に
より、当社の販売費に属する費用のおおよその割合
は5％であり、一般管理費に属する費用のおおよその
割合は95％であります。 

   なお、主要な費目及び金額は、次のとおりであり
ます。 
役員報酬 159,010千円
給料手当 264,653千円
旅費交通費 78,321千円
減価償却費 27,810千円
地代家賃 57,142千円
租税公課 51,905千円

 
 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 72,449千円
 

 
※２  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費  

      99,357千円
 

 
※３  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。 

関係会社業務委託費 1,742,104千円
 
 

 

※３  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。 

売上高 
関係会社業務委託費 
受取利息 

8,184,110千円
1,906,217千円

2,873千円 

※４ 為替差益5,049千円を含めております。 
 
※５ グローバルビジネスモデル推進に伴う、グローバ
ルセンター集約および移転の為の費用等でありま
す。 

※４ 為替差益1,805千円を含めております。 
 
※５               ―――――― 
 
 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 

（株） 

当期増加株式数 

（株） 

当期減少株式数 

（株） 

当期末株式数 

（株） 

自己株式     

  普通株式（注） 117,300 874,500 ― 991,800 

合計 117,300 874,500 ― 991,800 

(注)普通株式の自己株式の増加数874,500株は、旧商法第211条の３第１項第２号の規定に基づく自己

株式の取得によるものであります。
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(リース取引関係) 
 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５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) 借手側 
  イ 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 

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) 借手側 
  イ 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 

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 

30,215千円 12,051千円 18,163千円 

合計 30,215千円 12,051千円 18,163千円 
 

  
 

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 

19,533千円 8,892千円 10,641千円 

合計 19,533千円 8,892千円 10,641千円 
 

  ロ 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 326,991千円
１年超 429,198千円

計 756,190千円
 

  ロ 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 3,930千円
１年超 6,955千円

計 10,886千円
 

  ハ 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 14,087千円
減価償却費相当額 12,447千円
支払利息相当額 549千円

 

  ハ 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 4,122千円
減価償却費相当額 3,892千円
支払利息相当額 289千円

 
  ニ 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。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

  ホ 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。 

  ホ 利息相当額の算定方法 
同左 

 
 （減損損失について） 
    リース資産に配分された減損損失はないため、

項目等の記載は省略しております。 
 

 
 （減損損失について） 

同左 

 (2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの) 
  イ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 321,907千円
１年超 415,867千円

計 737,774千円
    なお、おおむね同一の条件で第三者にリースし

ておりますので、ほぼ同額の残高が上記の借手側
の未経過リース料期末残高相当額に含まれており
ます。 

 (2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの) 
―――――― 

２ オペレーティング・リース取引 
 (1) 借手側 
    未経過リース料 

１年内 21,057千円
１年超 12,630千円

計 33,688千円
 

２ オペレーティング・リース取引 
 (1) 借手側 
    未経過リース料 

１年内 3,435千円
１年超 1,217千円

計 4,653千円
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(有価証券関係) 

前期及び当期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。 

 
(税効果会計関係) 

 
第19期 

(平成17年５月31日) 
第20期 

(平成18年５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 
   投資損失引当金 288,400千円 
   その他 27,657千円 
    繰延税金資産合計 316,057千円 
  繰延税金負債  
   その他 △19,536千円 
    繰延税金負債合計 △19,536千円 
  繰延税金資産の純額 296,520千円 
  

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 
   関係会社株式等評価損 527,200千円 
   その他 31,590千円 
    繰延税金資産小計 558,790千円 
   評価性引当額 △482,000千円 
    繰延税金資産合計 76,790千円 
  繰延税金負債  
   その他 △7,415千円 
    繰延税金負債合計 △7,415千円 
  繰延税金資産の純額 69,374千円 
  

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要な項目別の内訳 

  法定実効税率 40.0％ 
（調整）  
交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

271.9％ 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△41.0％ 

住民税均等割 275.8％ 
外国税額控除見積差異 401.4％ 
法人税額特別控除 △79.4％ 
その他 △18.6％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 850.1％ 
  

 

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要な項目別の内訳 

  法定実効税率 40.0％ 
（調整）  
交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

△1.9％ 

住民税均等割 △0.9％ 
外国税額控除見積差異 △12.7％ 
評価性引当額 △136.1％ 
法人税額特別控除 4.8％ 
その他 0.3％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △106.5％ 
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(１株当たり情報) 
 

第19期 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 375円06銭 １株当たり純資産額 266円66銭 

１株当たり当期純損失 4円28銭 １株当たり当期純損失 63円81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。 

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株当たり当期純損失および潜在株式調整後 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。 
 第19期 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

第20期 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１株当たり当期純損失（△）   
  当期純損失（千円） △50,157 △731,200 
  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損失（千円） △50,157 △731,200 
  普通株式の期中平均株式数（株） 11,710,585 11,457,623 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益   
 当期純利益調整額 ― ― 
 普通株式増加数（株） ― ―
 （うち新株予約権） (－) (－) 
  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 

新株予約権 ６種類 

 
平成 12 年９月 12 日発行 
第７回無担保社債 
（新株引受権付） 
488 千株 

平成 13 年８月 29 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
 22 千株 

平成 14 年８月 25 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 2,474 個） 
 247 千株 

平成 15 年８月 24 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
(1) 平成 16 年５月 31 日の 
 取締役会決議 
（新株予約権 1,267 個） 
 126 千株 
(2) 平成 16 年７月 23 日の 
 取締役会決議 
（新株予約権  150 個） 
  15 千株 

平成 16 年８月 21 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 274 個） 
27 千株 

新株予約権 ６種類 
 
平成 12 年９月 12 日発行 
第７回無担保社債 
（新株引受権付） 
496 千株 

平成 13 年８月 29 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
 21 千株 

平成 14 年８月 25 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 1,931 個） 
 193 千株 

平成 15 年８月 24 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
(1) 平成 16 年５月 31 日の 
 取締役会決議 
（新株予約権 1,241 個） 
 124 千株 

平成 16 年８月 21 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 247 個） 
24 千株 

平成 17 年８月 21 日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 4,000 個） 
400 千株 

 


