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１．平成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 （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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月期 699 △16.1 △380 － △357 －

17年5月期 833 74.1 64 113.2 79 3.7

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 △615 － △5,459 21 － － △13.4 △7.2 △51.1

17年5月期 78 0.0 863 92 578 78 2.6 2.5 9.6

（注）①期中平均株式数 18年5月期 112,767株 17年5月期 90,571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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年5月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

17年5月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

（注）18年5月期期末配当金の内訳

(3）財政状態 （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。

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 4,821 4,331 89.8 37,350 54

17年5月期 5,165 4,843 93.8 44,532 74

（注）①期末発行済株式数 18年5月期 115,980株 17年5月期 108,770株

②期末自己株式数 18年5月期 －株 17年5月期 －株

２．平成19年5月期の業績予想（平成18年6月1日～平成19年5月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 430～210 △670～△1,000 △670～△1,000 0 00 － －

通期 940～460 △1,370～△1,950 △1,370～△1,950 － 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△11,812円38銭～△16,813円24銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年５月31日）
当事業年度

（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   4,376,906   3,346,888  

２．売掛金   571,267   416,266  

３．商品   19,728   107,216  

４．仕掛品   3,626   614  

５．貯蔵品   10,048   65,025  

６．前払費用   4,874   16,123  

７．その他   1,207   47,237  

流動資産合計   4,987,660 96.6  3,994,872 82.8

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  1,132   21,119   

減価償却累計額  △954 178  △2,814 18,305  

２．工具器具及び備品  375,032   565,484   

減価償却累計額  △205,930 169,102  △333,565 231,918  

有形固定資産合計   169,280 3.3  250,224 5.2

(2）無形固定資産        

１．ソフトウエア   2,500   4,848  

無形固定資産合計   2,500 0.0  4,848 0.1

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   －   120,198  

２．関係会社株式   －   90,000  

３．関係会社長期貸付金   －   490,500  

４．長期前払費用   359   52  

５．保険積立金   －   51,291  

６．敷金保証金   5,217   65,155  

７．貸倒引当金   －   △245,250  

投資その他の資産合計   5,577 0.1  571,948 11.9

固定資産合計   177,357 3.4  827,021 17.2

資産合計   5,165,018 100.0  4,821,893 100.0
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前事業年度

（平成17年５月31日）
当事業年度

（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   61,081   138,808  

２．１年内返済長期借入金   －   80,000  

３．未払金   32,292   36,223  

４．未払費用   475   4,166  

５．未払法人税等   13,111   7,724  

６．未払消費税等   5,561   －  

７．前受金   6,375   45,652  

８．預り金   2,231   3,319  

９．新株引受権   64   －  

流動負債合計   121,191 2.3  315,894 6.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   200,000   174,027  

固定負債合計   200,000 3.9  174,027 3.6

負債合計   321,191 6.2  489,921 10.2

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  1,832,850 35.5    

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  2,960,278   －   

資本剰余金合計   2,960,278 57.3  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処分利益又は当
期未処理損失（△）

 50,698   －   

利益剰余金合計   50,698 1.0  － －

資本合計   4,843,826 93.8  － －

負債・資本合計   5,165,018 100.0  － －
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前事業年度

（平成17年５月31日）
当事業年度

（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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ株主資本        

　１．資本金   － －  1,885,100 39.1

　２．資本剰余金        

 （1）資本準備金  －   3,011,736   

　資本剰余金合計   － －  3,011,736 62.5

　３．利益剰余金        

（1）その他利益剰余金        

　　繰越利益剰余金  －   △564,920   

 　利益剰余金合計   － －  △564,920 △11.7

Ⅱ新株予約権   － －  56 0.0

純資産合計   － －  4,331,971 89.8

負債及び純資産合計   － －  4,821,893 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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   833,580 100.0  699,525 100.0

Ⅱ　売上原価   236,270 28.3  167,726 24.0

売上総利益   597,310 71.7  531,798 76.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  42,502   49,218   

２．給与手当  104,781   115,336   

３．コンサルタント料  57,420   115,055   

４．寄付金  4,325   2,800   

５．研究開発費 ※１ 212,141   431,997   

６．減価償却費  2,684   9,307   

７．その他  108,828 532,684 63.9 188,878 912,594 130.5

営業利益   64,625 7.8  △380,795 △54.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19   1,771   

２．助成金収入 ※２ 86,296   56,997   

３．その他  416 86,731 10.4 3,456 62,224 8.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  6,225   4,313   

２．為替差損  －   32,642   

２．新株発行費  37,618   1,878   

３．上場関連費用  27,358   －   

４．その他  289 71,491 8.6 0 38,833 5.6

経常利益   79,866 9.6  △357,405 △51.1

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益  － －  480 480 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ －   124   

２．貸倒引当金繰入  －   245,250   

３．その他  － －  11,529 256,903 36.7

税引前当期純利益   79,866 9.6  △613,828 △87.7

法人税、住民税及び事業税   1,620 0.2  1,790 0.3

当期純利益   78,246 9.4  △615,618 88.0

前期繰越損失   27,547   － －

当期未処分利益又は当期未
処理損失（△）

  50,698   － －
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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　商品売上原価      

  １．商品期首棚卸高  8,000  19,728  

２．当期商品仕入高  167,013  140,316  

 　　　合計  175,013  160,045  

３．商品期末棚卸高  19,728  107,216  

商品売上原価  155,285 65.7 52,828 31.5

Ⅱ　役務収益原価      

１．労務費  25,398 10.7 59,500 35.5

２．経費  56,136 23.8 211,052 125.8

当期総製造費用  81,534 34.5 270,552 161.3

期首仕掛品棚卸高  3,077  3,626  

 　合計  84,611  274,178  

期末仕掛品棚卸高  3,626  614  

他勘定振替高 ※１ －  158,666  

役務収益原価  80,985 34.3 114,897 68.5

売上原価合計  236,270 100.0 167,726 100.0

 （注）※１．他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。

研究開発費 150,944千円

仕損費（特別損失） 7,722千円

計 　　158,666千円

 　　　※２．原価計算の方法は、個別実際原価計算であります。

（3）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30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   50,698

Ⅱ　次期繰越利益   50,698
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(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本
準備金

資本剰余
金合計

 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31日　残高

（百万円）
1,832 2,960 2,960 50 50 4,843 0 4,843

事業年度中の変動額

新株の発行（百万円） 52 51 51   103  103

当期純利益（百万円）    △615 △615 △615  △615

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（百万円）

      △0 △0

事業年度中の変動額合計

（百万円）
52 51 51 △615 △615 △511 △0 △511

平成18年５月31日　残高

（百万円）
1,885 3,011 3,011 △564 △564 4,331 0 4,331
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(5）キャッシュ・フロー計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前当期純利益  79,866

減価償却費  77,223

貸倒引当金の増加  －

有形固定資産除却損  －

受取利息  △19

支払利息  6,225

新株発行費  37,618

事務所移転費用  －

売上債権の増加額  △546,764

たな卸資産の増加額  △15,581

未収消費税等の増加額  －

その他流動資産の減少額
または増加額（△）

 6,006

仕入債務の増加額  56,846

未払消費税等の増加額  5,561

預り金の増加額または減
少額（△）

 △14,180

前受金の減少額  △15,880

その他流動負債の増加額  25,514

小計  △297,564

利息及び配当金の受取額  19

利息の支払額  △6,775

事務所移転費用  －

法人税等の支払額  △1,360

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △305,681
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前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有価証券の取得による支
出

 －

有形固定資産の取得によ
る支出

 △97,051

有形固定資産の売却によ
る収入

 －

無形固定資産の取得によ
る支出

 △3,000

敷金保証金の差入による
支出

 －

敷金保証金の返還による
収入

 －

保険積立金の積立による
支出

 －

貸付金による支出  －

その他  △753

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △100,804

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の純増額  △100,000

長期借入金の借入による
収入 

 200,000

株式の発行による収入  3,565,781

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,665,781

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額または減少額（△）

 3,259,296

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,117,610

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 4,376,906
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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）関係会社株式

 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

 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 (1）商品

 移動平均法に基づく原価法

 (1）商品

 同左

 (2）仕掛品

個別法に基づく原価法

(2）仕掛品

同左

 (3）貯蔵品

実験用薬品

移動平均法に基づく原価法

(3）貯蔵品

実験用薬品

同左

 その他

最終仕入原価法に基づく原価法

その他

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。

(1）有形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 建物 ３年

工具器具及び備品 ３～８年

建物 ３～10年

工具器具及び備品 ３～15年

 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウエアについては、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。

(1）新株発行費

同左

５．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
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項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

６．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特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理を採用し

ております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、金利変動リスク

をヘッジしております。 当事業年度に

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は以下のとおりであります。

　　ヘッジ手段

　　　金利スワップ

　　ヘッジ対象

　　　借入金　

（3）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しておりま

す。

（1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

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

(1）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。

（会計処理方法の変更）

従来、消費税等の会計処理は税込方式

によっておりましたが、当事業年度か

ら消費税等の課税業者に該当すること

となったため、当事業年度から税抜方

式に変更しております。この変更によ

り経常利益、税引前当期純利益はそれ

ぞれ10,807千円減少しております。

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６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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）

　当事業年度より、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）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。

  

 

 ──────

（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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は4,331,915

千円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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た

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税にかかる外形標

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、法人事業税の資本割及び付加価値割

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11,491千円増加し、

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５月31日）

当事業年度
（平成18年５月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ──────

授権株式数　　普通株式 347,000株

発行済株式数　普通株式 108,770株

  

  

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は212,141

千円であり、その主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は431,997

千円であり、その主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

減価償却費 57,844千円

給与手当 67,240千円

報酬手当 15,692千円

実験用消耗品費 13,889千円

役務収益原価からの振受額 150,944千円

減価償却費 72,826千円

給与手当 79,591千円

報酬手当 16,407千円

実験用消耗品費 10,190千円

※２．助成金収入86,296千円は、「平成16年地域新規産

　　　業創造技術開発費補助金（経済産業省）」及び

　　　「中小企業高度人材確保助成金（独立行政法人雇

　　　用・能力開発機構）」の受給額であります。

※２．助成金収入のうち 55,291千円は、「平成17年地域

　　　新規産業創造技術開発費補助金（経済産業省）」

　　　の受給額であります。

※３．                － ※３．固定資産除却損は工具器具および備品の除却による

ものです。

　（株主資本等変動計算書関係）

 　　当事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 　　　該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年６月１日

至　平成17年５月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成17年５月31日現在）

現金及び預金勘定 4,376,906千円

現金及び現金同等物 4,376,906千円
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①　リース取引

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。

第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。

②　有価証券

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５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。

③　デリバティブ取引

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　１.取引の状況に関する事項

　(1)取引の内容

　　 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

 

  (2)取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益

 　 の獲得を目的とした取引は行わない方針であります。

 

　(3)取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①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

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用要件を満たしてい

　　　　　　るため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

　(4)取引に係るリスクの内容

　　 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

　　 なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断

　　しております。

 

　(5)取引にかかるリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

 

　２．取引の時価等に関する事項

　　　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。

 第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、該当事項はありません。
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④　退職給付

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　該当事項はありません。

第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、該当事項はありません。

⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　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内訳

（単位：千円） （単位：千円）

（繰延税金資産）  

売上高加算 2,419

未払事業税 4,675

繰越欠損金 30,971

繰延税金資産小計 38,067

評価性引当額 △36,048

繰延税金資産合計 2,018

（繰延税金負債）  

  仕掛品減算 2,018

繰延税金負債合計 2,018

繰延税金資産の純額 －

（繰延税金資産）  

貸倒引当金 99,792

未払事業税 2,136

繰越欠損金 181,151

繰延税金資産小計 283,080

評価性引当額 △283,080

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産の純額 －

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

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 40.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △42.0％

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 2.0％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.0％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

評価性引当額の減少 △40.2％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.5％

住民税均等割 △0.3％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.3％

⑥　持分法損益等

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

第６期（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

役員
金ヶ崎

士朗

東京都

目黒区
－

当社

代表取締役 

（被所有）

6.58

 

－  －

当社リース

契約に対す

る連帯債務

保証

－  － －

  （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　 当社のリース契約については、役員個人の連帯保証を受けておりますが、これらの保証を受けるにあた

　　　　　　り、保証料の支払等は行っておりません。

２．代表取締役金ヶ崎士朗からのリース契約に関する債務被保証は、平成17年１月６日までに全て解消しており

ます。

第７期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　　　　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第６期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第７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 44,532.74円

１株当たり当期純利益金額 863.92円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
　578.78円

１株当たり純資産額 37,350.54円

１株当たり当期純損失金額 5,459.21円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
　－円

　当社は、平成16年７月30日付で株式１株につき10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。

　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。

 

１株当たり純資産額 13,385.04円

１株当たり当期純利益金額 1,026.84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、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていな

いため、期中平均株価が把握できませんので記載しており

ません。

 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
第６期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第７期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 78,246 △615,618

　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） － －

　普通株式に係る当期純利益（△）（千円） 78,246 △615,618

　期中平均株式数（株） 90,571 112,767

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 44,620 －

　（うち新株予約権）（株） (33,342) －

　（うち旧商法に基づき発行された新株引

　受権付社債の新株引受権）（株）

(10,335) －

　（うち旧商法第280条ノ19の規定に基づき

　付与された新株引受権）（株）

(943) 　　－

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

 －  －

（重要な後発事象）

第６期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第７期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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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

　記載が可能になり次第、開示いたします。開示時期につきましては、7月中旬を予定しております。
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