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１．平成18年５月期の業績（平成17年５月21日～平成18年５月20日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨）

 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 161,079 (11.4) 8,726 (13.4) 8,746 (13.2)

17年５月期 144,600 (13.2) 7,697 (18.1) 7,729 (18.0)

 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 4,504 (4.9) 103 57 102 77 18.9 15.0 5.4

17年５月期 4,295 (28.1) 193 10 190 95 21.9 15.4 5.3

（注）①期中平均株式数 18年５月期           43,487,769株 17年５月期 21,621,875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17年11月20日をもって普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。18年５月期の１株当たり

指標は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。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、17年５月期の１株当たり当期純利益は96円55銭、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は95円48銭となります。

(2)財政状態 （百万円未満切捨）

 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 63,630 25,999 40.9 596 25

17年５月期 52,798 21,731 41.2 996 75

（注）①期末発行済株式数 18年５月期           43,604,820株 17年５月期 21,682,110株

②期末自己株式数 18年５月期 180株 17年５月期 90株

③平成17年11月20日をもって普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。18年５月期の１株当たり指

標は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。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、17年５月期の１株当たり株主資本は498円38銭となります。

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20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 83,676 2,615 1,381 

通　期 178,000 9,039 4,657 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  106円82銭
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 ３．配当状況 （百万円未満切捨） 

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金

総額

(百万円)

配当性向

（％）

純資産

配当率

(％）

第１

四半期末
中間期末

 第３

四半期末
期末 その他 年間

 17年５月期 － － － 20.0 － 20.0 433 10.4 2.0

 18年５月期 － － － 11.0 － 11.0 479 10.6 1.8

 19年５月期(予想) － － － 11.0 － 11.0    

 （注）平成17年７月６日開催の取締役会決議により、平成17年11月20日をもって、普通株式１株を２株に分割いたしまし

た。平成18年５月期の１株当たり配当金は分割後株式に対する金額を記載しております。当該分割が平成17年５

月期首に行われたと仮定した場合の平成17年５月期の１株当たり配当金は10.0円であります。

※　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および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。
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１．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 14,667,997 20,213,669 5,545,671

２　受取手形 17,628 33,060 15,432

３　売掛金 20,587,767 22,288,918 1,701,151

４　商品 6,923,329 7,730,143 806,814

５　貯蔵品 208,739 165,830 △42,909

６　前渡金 251 206 △44

７　前払費用 339,986 402,578 62,591

８　繰延税金資産 672,000 557,000 △115,000

９　未収入金 1,223,479 1,568,458 344,978

10　その他 12,335 34,946 22,611

貸倒引当金 △159,000 △70,000 89,000

流動資産合計 44,494,515 84.3 52,924,812 83.2 8,430,297

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 1,962,876 2,071,698  

減価償却累計額 791,537 1,171,339 972,593 1,099,105 △72,234

(2）構築物 122,243 122,243  

減価償却累計額 65,313 56,930 73,101 49,142 △7,787

(3）機械装置 98,788 99,458  

減価償却累計額 44,632 54,156 56,752 42,706 △11,450

(4）車両運搬具 4,210 6,785  

減価償却累計額 2,309 1,900 2,013 4,771 2,870

(5）工具器具備品 1,641,234 2,179,474  

減価償却累計額 934,323 706,911 1,194,499 984,974 278,063

(6）建設仮勘定 43,140 1,042,378 999,238

有形固定資産合計 2,034,378 3.8 3,223,079 5.1 1,188,700
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前事業年度
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２　無形固定資産  

(1）特許権 2,101 1,673 △427

(2）商標権 5,988 7,242 1,254

(3）ソフトウェア 2,293,619 3,262,365 968,746

(4）ソフトウェア仮勘定 564,247 657,317 93,069

(5）その他 22,042 22,145 103

無形固定資産合計 2,887,998 5.5 3,950,744 6.2 1,062,746

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 － 10,000 10,000

(2）関係会社株式 1,580,000 1,580,000 －

(3）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権

232,630 329,055 96,424

(4）長期前払費用 136,564 175,761 39,197

(5）繰延税金資産 403,000 378,000 △25,000

(6）差入保証金 1,243,867 1,365,374 121,507

貸倒引当金 △214,575 △306,571 △91,995

投資その他の資産合計 3,381,486 6.4 3,531,619 5.5 150,133

固定資産合計 8,303,863 15.7 10,705,443 16.8 2,401,580

資産合計 52,798,378 100.0 63,630,256 100.0 10,831,878
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前事業年度
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形
※３
※４

4,947,206 3,350,717 △1,596,489

２　買掛金 ※１ 13,853,312 15,779,118 1,925,805

３　未払金 ※３ 9,040,742 15,019,543 5,978,801

４　未払費用 86,604 63,648 △22,955

５　未払法人税等 1,532,899 2,006,037 473,137

６　未払消費税等 49,994 113,986 63,991

７　預り金 38,818 51,748 12,929

８　販売推進引当金 1,031,702 625,741 △405,961

９　返品調整引当金 27,591 32,165 4,574

10　その他 1,332 2,181 849

流動負債合計 30,610,204 58.0 37,044,888 58.2 6,434,683

Ⅱ　固定負債  

１　退職給付引当金 361,578 436,209 74,631

２　受入保証金 95,000 150,000 55,000

固定負債合計 456,578 0.8 586,209 0.9 129,631

負債合計 31,066,782 58.8 37,631,097 59.1 6,564,315
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前事業年度
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金
※２
※５

3,314,336 6.3 －  △3,314,336

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金  5,794,904 －  

資本剰余金合計 5,794,904 11.0 －  △5,794,904

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 10,590 －  

２　当期未処分利益 12,612,282 －  

利益剰余金合計 12,622,872 23.9 －  △12,622,872

Ⅳ自己株式 ※６ △516 △0.0 －  516

資本合計 21,731,596 41.2 －  △21,731,596

負債資本合計 52,798,378 100.0 －  △52,798,378
         
（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

　１　資本金  －  3,473,207 5.5 3,473,207

　２　資本剰余金  

　(1) 資本準備金  － 5,953,440  

　　　資本剰余金合計  －  5,953,440 9.4 5,953,440

　３　利益剰余金  

　(1) 利益準備金  － 10,590  

　(2) その他利益剰余金     

 　　　 繰越利益剰余金  － 16,562,799  

　　　利益剰余金合計  －  16,573,389 26.0 16,573,389

　４　自己株式  －  △516 △0.0 △516

　　　株主資本合計  －  25,999,520 40.9 25,999,520

Ⅱ　評価・換算差額等  

　１　繰延ヘッジ損益  －  △362    

　　　評価・換算差額等合計  －  △362 △0.0 △362

　　純資産合計  －  25,999,158 40.9 25,999,158

　　　負債及び純資産合計  －  63,630,256 100.0 63,630,256
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 144,600,521 100.0 161,079,272 100.0 16,478,751

Ⅱ　売上原価  

１　期首商品たな卸高 5,880,686 6,923,329  

２　当期商品仕入高 ※２ 109,997,493 122,043,597  

合計 115,878,179 128,966,926  

３　他勘定振替高 ※１ 87,169 93,490  

４　期末商品たな卸高 6,923,329 108,867,680 75.3 7,730,143 121,143,291 75.2 12,275,610

売上総利益 35,732,840 24.7 39,935,981 24.8 4,203,140

返品調整引当金戻入額 23,348 0.0 27,591 0.0 4,243

返品調整引当金繰入額 27,591 0.0 32,165 0.0 4,574

差引売上総利益 35,728,597 24.7 39,931,407 24.8 4,202,809

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 28,031,095 19.4 31,205,271 19.4 3,174,176

営業利益 7,697,502 5.3 8,726,135 5.4 1,028,632

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 2,165 2,806  

２　受取手数料 9,822 8,495  

３　賃貸料収入 104,380 105,220  

４　たな卸資産処分益 25,815 27,493  

５　その他 3,076 145,260 0.1 12,272 156,288 0.1 11,028

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 802 3  

２　支払手数料 － 20,558  

３　賃貸物件諸費用 106,928 104,992  

４　その他 5,708 113,439 0.1 10,021 135,576 0.1 22,136

経常利益 7,729,322 5.3 8,746,847 5.4 1,017,524

Ⅵ　特別利益  

１　貸倒引当金戻入益  35,078   －    

２　法人事業税等還付金  －   11,434    

３　その他  26 35,104 0.0 － 11,434 0.0 △23,669

Ⅶ　特別損失  

１　前期損益修正損 ※５ 30,479 49,136  

２　固定資産除却損 ※４ 43,563 119,687  

３　弔慰見舞金  － 180,000  

４　退職給付費用  － 614  

５　リース解約金 28,608 －  

６　その他 1,519 104,171 0.0 354 349,792 0.2 245,621

税引前当期純利益 7,660,256 5.3 8,408,489 5.2 748,233

法人税、住民税
及び事業税

3,105,070 3,485,062  

過年度法人税等 － 279,344  

法人税等調整額 260,000 3,365,070 2.3 140,000 3,904,406 2.4 539,336

当期純利益 4,295,185 3.0 4,504,083 2.8 208,897

前期繰越利益 8,317,097 － －

当期未処分利益 12,612,282 － －
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(3) 利益処分案および株主資本等変動計算書

利益処分案

前事業年度
（平成17年８月５日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 12,612,282

Ⅱ　利益処分額

１　配当金 433,642

２　役員賞与金 119,924  

（うち監査役賞与金） (―) 553,566

Ⅲ　次期繰越利益 12,058,716
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20日）

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

 株主資本

合計資本

準備金

利益

準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越

利益剰余金

平成17年５月20日残高 3,314,336 5,794,904 10,590 12,612,282 12,622,872 △516 21,731,596

事業年度度中の変動額        

　新株の発行 158,870 158,536 － － － － 317,407

　剰余金の配当 － － － △433,642 △433,642 － △433,642

　利益処分による役員賞与 － － － △119,924 △119,924 － △119,924

　当期純利益 － － － 4,504,083 4,504,083 － 4,504,083

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計 158,870 158,536 － 3,950,516 3,950,516 － 4,267,924

平成18年５月20日残高 3,473,207 5,953,440 10,590 16,562,799 16,573,389 △516 25,999,520

 

評価・換算

差額等 純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成17年５月20日残高 － 2,173,596

事業年度中の変動額   

　新株の発行 － 317,407

　剰余金の配当 － △433,642

　利益処分による役員賞与 － △119,924

　当期純利益 － 4,504,083

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△362 △362

事業年度中の変動額合計 △362 4,267,562

平成18年５月20日残高 △362 25,999,158
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１　有価証券の評価基準およ

び評価方法

(1)子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式および関連会社株式

同左

(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

(2)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

準および評価方法

      ───── デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法 

 

３　たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

(1)商品

移動平均法による原価法

(1)商品

同左

(2)貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2)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

定率法

　ただし、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、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　３～22年

工具器具備品　　２～22年

(1)有形固定資産

　　　　　 同左

(2)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、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用

しております。

(2)無形固定資産

　　　　　同左

(3)長期前払費用

定額法

(3)長期前払費用

同左

５　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売上債権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。

(1)貸倒引当金

同左

(2)販売推進引当金

　エンドユーザーの購入実績に応じて

発生する販売推進費の支出に備えるた

め、過去の実績を基礎にして当期の売

上に対応する発生見込額を計上してお

ります。

(2)販売推進引当金

同左

(3)返品調整引当金

　エンドユーザーからの期末日以後の

返品損失に備えるため、過去の実績を

基礎として算出した売上総利益相当額

および返品された商品の減価相当額を

あわせて計上しております。

(3)返品調整引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

(4)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の見込額に

基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、当事業年

度の発生時における就業形態選択権付

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（３年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の事業年度か

ら費用処理することとしております。

　数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

（追加情報）

　退職給付引当金は従来期末要支給額

を退職給付債務とする方法（簡便法）

により計上しておりましたが、従業員

の増加に伴い、当事業年度から原則法

による計算によって退職給付引当金お

よび退職給付費用を計上する方法に変

更いたしました。

  この変更による影響は軽微でありま

す。

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　重要なヘッジ会計の方法 ───── ①ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・為替予約

ヘッジ対象・・外貨建仕入債務およ

び外貨建予定取引

③ヘッジ方針

　為替相場変動に伴うリスクの軽減を目

的に、将来の輸入見込み額に基づき実施

しており、投機的な取引は行っておりま

せん。

④ヘッジ有効性の評価の方法

　ヘッジ対象の為替リスクが軽減されて

いるかどうかを検証することにより、

ヘッジの有効性を評価しております。

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

　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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

 ─────  １　固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度から「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。

 ─────  ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基第５号　平成17年12月９

日）および「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は25,999,520千

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

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。

 ─────  ３　役員賞与に関する会計基準

　役員賞与については、従来は利益処分により未処分利

益の減少として会計処理しておりましたが、当事業年度

から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用し、発生時に費用処理す

ることとしております。

　これにより、営業利益、経常利益および税引前当期純

利益は、32,900千円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

※１　区分掲記されたもの以外で関係会社に対する主な負

債は次のとおりであります。

※１　区分掲記されたもの以外で関係会社に対する主な負

債は次のとおりであります。

買掛金 760,496千円 支払手形及び買掛金 812,454千円

※２　授権株式数および発行済株式総数 ※２　 　　　　  　 ───── 

授権株式数 普通株式 84,720,000株

発行済株式総数 普通株式 21,682,200株

※３　支払手形からファクタリングへ変更

　平成17年３月支払分より、一部仕入先等への支払方

法を、手形からファクタリングへ移行いたしました。

この結果、従来と同一の方法によった場合と比べ、支

払手形は5,685,998千円減少し、未払金は同額増加し

ております。

※３　            　 ───── 

※４　             ───── ※４　事業年度末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理しております。

　なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に

含まれております。

       支払手形              749,158千円

※５　当事業年度中の発行済株式数の増加内訳

発行形態　　新株引受権および新株予約権の行使

　　　　　　(ストックオプション)

(1) 発行株式数　　58,500株

発行価格　　　　　63円

資本組入額　　　　50円

(2) 発行株式数　　77,400株

発行価格　　　 2,543円

資本組入額　　 1,272円

(3) 発行株式数    24,100株

発行価格       3,090円

資本組入額　　 1,545円

(4) 発行株式数　　 1,000株

発行価格　　　 3,522円

資本組入額　　 1,761円

※５　        　     ───── 

※６　当社が保有する自己株式の数は、普通株式90株であ

ります。

※６　        　     ───── 

　７　当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取

引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 7,000,000千円

借入実行残高 － 

差引残高 7,000,000 

 　　　　　

　７　当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、取

引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 7,000,000千円

借入実行残高 － 

差引残高 7,000,000 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

※１　他勘定振替高

　販売費及び一般管理費への振替高であります。

※１　他勘定振替高

　販売費及び一般管理費への振替高であります。

※２　各科目に含まれている関係会社に係るものは次のと

おりであります。

※２　各科目に含まれている関係会社に係るものは次のと

おりであります。

当期商品仕入高 9,841,898千円 当期商品仕入高 10,043,050千円

※３　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次

のとおりであります。

※３　販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次

のとおりであります。

配送運賃 5,230,329千円

販売推進引当金繰入額 843,689

給与手当 1,775,255

退職給付費用 96,210

業務外注費 2,612,688

業務委託費 7,336,953

地代家賃 2,966,828

ソフトウェア償却費 757,268

長期前払費用償却費 79,392

減価償却費 443,220

  

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

約81％

配送運賃 6,041,788千円

販売推進引当金繰入額 321,552

給与手当 2,078,843

退職給付費用 106,630

業務外注費 2,914,544

業務委託費 8,191,037

地代家賃 3,434,337

ソフトウェア償却費 927,317

長期前払費用償却費 127,826

減価償却費 468,749

  

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合

約82％

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,670千円

工具器具備品 4,397

ソフトウェア 36,495

工具器具備品 3,356千円

ソフトウェア 17,608

ソフトウェア仮勘定 98,023

撤去費用 699

※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※５　前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度水道光熱費修正 30,479千円 過年度事業所税修正 45,003千円

過年度法人税等修正 4,133 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度
（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20日）

１ 自己株式の種類および総数に関する事項

 （単位：株）

 
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 自己株式     

 　普通株式 90 90 － 180

 　合計 90 90 － 180

（注）自己株式の増加は、平成17年７月６日開催の取締役会決議により、平成17年11月20日をもって、普通株式１株を

２株に分割したことによるものです。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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

（借主側） （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

および期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

および期末残高相当額

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）

機械装置 3,616,086 2,071,889 1,544,196

車両運搬具 62,998 28,325 34,672

工具器具備品 572,000 354,490 217,509

ソフトウェア 537,144 365,598 171,545

合計 4,788,229 2,820,305 1,967,924

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）

機械装置 3,707,154 2,609,820 1,097,334

車両運搬具 62,998 41,952 21,045

工具器具備品 439,923 288,281 151,641

ソフトウェア 496,503 404,575 91,928

合計 4,706,579 3,344,629 1,361,950

２　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

１年内 713,180千円

１年超 1,325,032 

合計 2,038,212 

１年内 540,104千円

１年超 882,300 

合計 1,422,405 

３　当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利

息相当額

３　当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利

息相当額

支払リース料 802,272千円

減価償却費相当額 739,993 

支払利息相当額 50,247 

支払リース料 753,215千円

減価償却費相当額 694,725 

支払利息相当額 35,945 

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

法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成16年５月21日　至　平成17年５月20日）および当事業年度（自　平成17年５月21日　至

　平成18年５月20日）における子会社株式およ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
（平成17年５月20日）

当事業年度
（平成18年５月20日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

①流動資産 ①流動資産

繰延税金資産

商品評価損 14,895千円

未払事業税 102,762

未払事業所税 13,848

販売推進引当金 419,799

返品調整引当金 12,040

貸倒引当金 44,267

その他 64,386

合計 672,000

繰延税金資産

商品評価損 30,265千円

未払事業税 145,034

未払事業所税 23,403

販売推進引当金 254,614

返品調整引当金 13,087

貸倒引当金 10,983

その他 79,610

合計 557,000

②固定資産 ②固定資産

繰延税金資産

投資有価証券評価損 89,518千円

退職給付引当金 146,428

原状回復費否認 50,455

ソフトウェア 28,346

貸倒引当金 86,932

その他 1,318

合計 403,000

繰延税金資産

退職給付引当金 178,530千円

原状回復費否認 50,455

ソフトウェア 19,922

貸倒引当金 111,966

その他 17,124

合計 378,000

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の内訳

２　法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との

差異の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

同族会社の留保金課税 4.32％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.31％

ＩＴ投資減税 △1.54％

その他 0.15％

税効果適用後の法人税等の負担率 43.93％

法定実効税率 40.69％

（調整）

同族会社の留保金課税 5.05％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

0.20％

ＩＴ投資減税 △2.37％

追徴税額 3.34％

その他 △0.46％

税効果適用後の法人税等の負担率 46.45％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１株当たり純資産額    996円75銭       596円25銭

１株当たり当期純利益    193円10銭       103円57銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
   190円95銭       102円77銭

　当社は、平成17年11月20日をもっ

て、普通株式１株につき２株の株式

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

合の前事業年度の１株当たり情報に

つきましては、それぞれ以下のとお

りであります。

１株当たり純資産額　　　498円38銭

１株当たり当期純利益　　 96円55銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益　　　　　　　 95円48銭

　（注）１株当たり当期純利益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、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 4,295,185 4,504,083

普通株主に帰属しない金額（千円） 119,924 ―

（うち利益処分による

　　　　　　役員賞与金（千円））
(119,924) (―) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 4,175,261 4,504,083

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,621 43,487

   

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（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） 243 338

（うち新株予約権（千株）） (243) (338)

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

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21に基づく新株予約権

（平成16年８月６日定時株主総会の決

議によるもの）

　潜在株式の種類及び数

　　種類　普通株式　　239,000株

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21に基づく新株予約権

（平成16年８月６日定時株主総会の決

議によるもの）

　潜在株式の種類及び数

　　種類　普通株式　 466,000株

（平成17年８月５日定時株主総会の決

議によるもの）

　潜在株式の種類及び数

　　種類　普通株式　 440,000株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１　ストックオプション

　　当社は、平成17年８月５日開催の定時株主総会および

平成17年７月６日開催の取締役会において、商法第280

条ノ20および第280条ノ21の規定による新株予約権を当

社および連結子会社の取締役および使用人に対し無償に

て発行することを決議しております。

１　ストックオプション

　  当社は、取締役に対してストックオプションとして割

当てる新株予約権が取締役の報酬等の一部であると位置

づけられたことに伴い、平成18年７月４日開催の取締役

会において、当社取締役に対するストックオプション報

酬額（枠）および内容を決定する議案を、平成18年８

月10日開催の定時株主総会に付議することを決議してお

ります。

２　新大阪センター開設

　　当社は、平成17年６月８日開催の取締役会において、

アスクル「新大阪センター」開設の決議をいたしました。

　(目的)

　中長期的に予想される業容の拡大による西日本地域の

物量の増加に対応するとともに、更なる物流業務の効率

化と品質向上を目指して開設することといたしました。

　(設備投資の内容)

　物件の所在地:大阪府大阪市此花区北港緑地

　　　　　　　　　　　　　　　　二丁目１番10号

　賃貸借面積　:72,947.88㎡ (22,066.73坪)

　総投資予定額:約33億円　(リース契約を含む)

　資金調達　　:自己資金

　(設備の稼動時期)

　平成18年９月の稼動を予定しております。

　(業績への影響)

　本物流センターは平成19年５月期に開設される予定で

あり、本物流センターの地代家賃およびマテハン機器、

什器備品等の賃借料および減価償却費は平成18年５月期

としては発生いたしません。

２　新仙台センター（仮称）開設

　　当社は、平成18年７月４日開催の取締役会において、

「新仙台センター（仮称）開設」の決議をいたしました。

(目的)

　中長期的に予想される業容の拡大による東北・北海道

地域等の物量の増加に対応するとともに、これまでの物

流センターで得た物流の企画・設計ならびに運営ノウハ

ウを投じることにより、更なる物流業務の効率化と品質

向上を目指して開設を行うことといたしました。

　(設備投資の内容)

　物件の所在地: 

　　宮城県仙台市宮城野区中野字下子袋田 22-４ 他

　賃貸借面積　:37,256㎡(11,270坪)

　総投資予定額:約13.5億円（リース契約含む）

　資金調達　　:自己資金

　(設備の稼動時期)

　本格稼動（全商品の取扱開始）: 平成19年８月

　なお、平成19年２月より、ケース（箱）単位商品の取

扱いを行い、センターの一部稼動を開始します。

　(業績への影響)

　本格稼動は平成20年５月期に開始する予定であり、マ

テハン機器、什器備品等の賃借料及び減価償却費は平

成19年５月期としては発生いたしません。

　なお、平成19年２月の一部稼動に伴い、平成19年５月

期に倉庫地代家賃の一部費用が発生いたしますが、現 

仙台センターの当該機能部分を撤収しますので、平成19

年５月期業績への影響は軽微であります。
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前事業年度
（自　平成16年５月21日
至　平成17年５月20日）

当事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

３　株式分割

　　当社は、平成17年７月６日開催の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いたしま

す。

　　平成17年11月20日をもって普通株式１株を２株に分割

します。

(1) 分割により増加する株式数

  普通株式　21,682,200株

(2) 分割方法

　平成17年11月20日最終の株主名簿および実質株

主名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割いたしま

す。

(3) 配当起算日

  平成17年５月21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株当たり情報および当期首に行われ

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

　　　　     406円14銭

１株当たり当期純利益

　　　   　　75円78銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益　　74円63銭

１株当たり純資産額

　   　　　 498円38銭

１株当たり当期純利益

　　　　   　96円55銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益　　95円48銭

───────
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２．役員の異動

(1)代表者の異動　（平成18年８月10日付予定）

該当事項はありません。

(2)新任取締役候補　（平成18年８月10日付予定）

該当事項はありません。

(3)新任監査役候補　（平成18年８月10日付予定）

非常勤監査役　戸田　一雄　　(現　松下電工㈱取締役　松下電器産業㈱顧問)

(4)補欠監査役候補　（平成18年８月10日付予定）

該当事項はありません。

(5)退任予定取締役　 （平成18年８月10日付予定）

該当事項はありません。

(6)退任予定監査役　（平成18年８月10日付予定）

該当事項はありません。
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