
平成18年５月期   個別財務諸表の概要             平成18年７月14日 
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決算取締役会開催日   平成18年７月14日   配当支払開始予定日   平成18年８月31日 

定時株主総会開催日    平成18年８月30日   単元株制度採用の有無  無 

 

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                 （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 3,323 23.4 33 △59.6 29 △62.6

17年５月期 2,693 35.8 81 93.3 79 92.4
 

 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 46 68.1 9,941.85 9,594.27 12.1 3.4 0.9

17年５月期 27 14.5 5,998.80 5,768.07 8.0 10.5 3.0

（注）①期中平均株式数 18年５月期    4,665株 17年５月期   4,600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                 （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 895 413 46.1 87,085.39 

17年５月期 870 355 40.9 77,378.65 

（注）①期末発行済株式数 18年５月期  4,743株 17年５月期   4,600株 

②期末自己株式数 18年５月期    －株 17年５月期     －株 

 

２．19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 

 百万円 百万円 百万円

中間期 1,782 4 2 

通 期 3,724 40 22 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)2,319円21銭 

 

３．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（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 － 1,500.00 1,500.00 6 25.0 1.9 

18年５月期 － 1,500.00 1,500.00 7 15.3 1.7 

19年５月期(予想) － 800.00 800.00    

 

 

※ 業績予想につきましては、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項について

は、添付資料の８ページを参照してください。 

  なお、平成19年５月期（予想）の１株当たり年間配当金及び１株当たり当期純利益は、平成18年６月１日付の

株式分割（１対２）後の株数を基に算出しております。 

－  － 
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６．個別財務諸表等 
 １．貸借対照表 

 （単位：千円）

注記

番号

Ⅰ

１． 現金及び預金      177,647      117,230        △60,416

２． 売掛金      315,488      413,227          97,739

３． 前払費用        9,011        9,225             214

４． 繰延税金資産        2,402        3,233             830

５． 立替金       15,977       20,597           4,620

６． その他        1,071        1,856             784

貸倒引当金        △753        △274             478

     520,844 59.9      565,097 63.1          44,252

Ⅱ    

※１    

(1) 建物付属設備       15,224       13,063         △2,161

(2) 車両運搬具        5,652        3,849         △1,803

(3) 器具及び備品          876          503           △373

(4) その他          750          750              －

      22,504 2.6       18,166 2.0         △4,338

   

(1) ソフトウェア       10,110        7,114         △2,995

(2) 営業権          600          300           △300

(3) その他        1,574        1,574              －

      12,284 1.4        8,989 1.0         △3,295

   

(1) 投資有価証券       54,983       64,137           9,154

(2) 関係会社株式      216,965      198,476        △18,488

(3) 出資金           10           －            △10

(4) 破産更正債権等        3,641        1,185         △2,455

(5) 敷金及び保証金       37,592       37,640              48

(6) その他        4,559        3,334         △1,224

貸倒引当金      △3,277      △1,067           2,210

     314,473 36.1      303,706 33.9        △10,766

     349,262 40.1      330,862 36.9        △18,400

     870,107 100.0      895,959 100.0          25,851

 対前年比

 増減金額
構成比

（％）

前事業年度 当事業年度

固定資産合計

資産合計

有形固定資産合計

区分

（資産の部）

２．無形固定資産

無形固定資産合計

３．投資その他の資産

投資その他の資産合計

金額
構成比

（％）

流動資産

流動資産合計

固定資産

１．有形固定資産

（平成17年５月31日） （平成18年５月31日）

－  － 
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  （単位：千円）

注記

番号

Ⅰ

１． 買掛金       11,971       19,100           7,129

２． 一年以内返済予定       79,996       79,996              －

長期借入金    

３． 未払金       14,562        7,533         △7,029

４． 未払費用      144,248      193,243          48,994

５． 未払法人税等       20,152       28,622           8,469

６． 前受金        2,939        7,809           4,870

７． 預り金       18,977        6,743        △12,233

８． 未払消費税等       37,391       37,227           △164

９． その他        1,199        1,503             304

     331,439 38.1      381,780 42.6          50,341

Ⅱ

１． 長期借入金      176,674       96,678        △79,996

２． 繰延税金負債        4,406        4,028           △378

３． その他        1,646          427         △1,219

     182,726 21.0      101,133 11.3        △81,593

     514,166 59.1      482,913 53.9        △31,252

Ⅰ ※２      230,500 26.5           －    －       △230,500

Ⅱ 資本剰余金

１． 資本準備金       37,500           －  

      37,500 4.3           －    －        △37,500

Ⅲ 利益剰余金

１． 利益準備金        1,380           －

２． 当期未処分利益       79,193           －

      80,573 9.3           －    －        △80,573

Ⅳ        7,368 0.8           －    －         △7,368

     355,941 40.9           －    －       △355,941

     870,107 100.0           －    －       △870,107

Ⅰ

１． 資本金           －    －      239,884 26.8         239,884

２． 資本剰余金

(1) 資本準備金           －       46,884

          －    －       46,884 5.2          46,884

３． 利益剰余金

(1) 利益準備金           －        2,070

(2) その他利益剰余金

繰越利益剰余金           －      117,981

          －    －      120,051 13.4         120,051

　株主資本合計           －    －      406,820 45.4         406,820

Ⅱ 評価・換算差額等  

１． その他有価証券評価差額金           －        6,479           6,479

２． 繰延ヘッジ損益           －        △254           △254

　評価・換算差額等合計           －        6,225 0.7           6,225

          －    －      413,046 46.1         413,046

          －    －      895,959 100.0         895,959負債純資産合計

純資産合計

　資本剰余金合計

　利益剰余金合計

株主資本

当事業年度
 対前年比

（平成17年５月31日） （平成18年５月31日）

区分

前事業年度

（純資産の部）

構成比

（％）
 増減

（負債の部）

流動負債

金額
構成比

（％）
金額

流動負債合計

固定負債

固定負債合計

負債合計

（資本の部）

資本金

負債及び資本合計

資本剰余金合計

利益剰余金合計

その他有価証券評価差額金

資本合計

－  － 
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２．損益計算書 

 
（単位：千円）

注記

番号

Ⅰ 売上高        2,693,821   100.0        3,323,207   100.0          629,385

Ⅱ 売上原価        2,105,587    78.2        2,676,724    80.5          571,137

　売上総利益          588,234    21.8          646,482    19.5           58,248

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１          506,507    18.8          613,443    18.5          106,936

　営業利益           81,726     3.0           33,038     1.0         △48,687

Ⅳ 営業外収益

１． 　受取賃貸料           18,572            9,399

２． 　有価証券売却益               －           12,781

３． 　雑収入            3,852           22,424     0.9            3,873           26,054     0.8            3,629

Ⅴ 営業外費用

１． 　支払利息            5,657            6,512

２． 　賃借料           18,572            9,399

３． 　株式上場費用               －            5,104

４． 　新株発行費               －            2,128

５． 　投資事業組合損失               －            4,612

６． 　雑損失                1           24,230     0.9            1,450           29,206     0.9            4,976

　経常利益           79,920     3.0           29,886     0.9         △50,034

Ⅵ 特別利益

１． 　投資有価証券売却益              968            4,999

２． 　関係会社株式売却益               －              968 0.0           53,605           58,605     1.8           57,636

Ⅶ 特別損失  

１． 　投資有価証券売却損            1,560               －

２． 　投資有価証券評価損            4,999            3,762

３． 　本社移転費用           20,141           26,701     1.0               －            3,762     0.1         △22,939

　税引前当期純利益           54,188     2.0           84,729     2.5           30,541

　法人税、住民税及

　び事業税

　法人税等調整額          △1,008           26,593     1.0            △434           38,351     1.2           11,757

　当期純利益           27,594     1.0           46,378     1.4           18,784

　前期繰越利益           51,598               －         △51,598

　当期未処分利益           79,193               －         △79,193

金額区分 金額
百分比

（％）

当事業年度

（自　平成16年６月１日 （自　平成17年６月１日

　　至　平成17年５月31日） 　　至　平成18年５月31日）

対前年比

          27,602           38,785

百分比

（％）
増減

前事業年度

－  － 
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 ３．売上原価明細書 

 （単位：千円）

注記

番号

 

 

 

 

 

 Ⅰ

 

 

 

 

 

労務費            1,851,865 88.0            2,367,734 88.5              515,869

Ⅱ 業務委託費              134,588 6.4               75,338 2.8             △59,249

経費              119,133 5.6              233,651 8.7              114,517

　売上原価合計            2,105,587 100.0            2,676,724 100.0              571,137

増減区分 金額
構成比

金額
構成比

（％） （％）

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年６月１日 （自　平成17年６月１日

　　至　平成17年５月31日） 　　至　平成18年５月31日）

対前年比

 

Ⅲ

 

 

 

 
４．利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

   （１）利益処分計算書 

 （単位：千円）

注記

番号

Ⅰ 当期未処分利益               79,193

Ⅱ 利益処分額

１．利益準備金                  690

２．配当金                6,900                7,590

Ⅲ 次期繰越利益               71,603

（株主総会承認予定日

　　　　　　　 平成17年８月30日）

区分 金額

前事業年度

－  － 
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   （２）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） 

 

 

 

 

平成17年５月31日　残高        230,500         37,500         37,500          1,380         79,193         80,573        348,573

事業年度中の変動額        

　新株の発行          9,384          9,384          9,384            18,768

　利益準備金の繰入れ             690          △690             －             －

　剰余金の配当            △6,900        △6,900        △6,900

　当期純利益             46,378         46,378         46,378

　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          9,384          9,384          9,384            690         38,788         39,478         58,247

平成18年５月31日　残高        239,884         46,884         46,884          2,070        117,981        120,051        406,820

平成17年５月31日　残高          7,368              －          7,368        355,941

事業年度中の変動額     

　新株の発行            18,768

　利益準備金の繰入れ             －

　剰余金の配当           △6,900

　当期純利益            46,378

　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          △888          △254        △1,143        △1,143

平成18年５月31日　残高          6,479          △254          6,225        413,046

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

（単位：千円）

株主資本

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
利益準備金

  

       △1,143       △1,143         △254         △888

（単位：千円）

－  － 
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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）子会社株式 (1）子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

  時価のあるもの  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

を採用しております。（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） 

同左 

  時価のないもの  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。 

同左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法   時価法を採用しております。 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。  同左 

  主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 

 建物付属設備   15年  

 車両運搬具    ６年  

 器具及び備品   ６年  

  なお、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均等

償却する方法を採用しております。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 ただし、営業権については毎期均等

額（５年）を償却しております。 

 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）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

  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

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

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を採用し

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 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 

 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 

 借入金利息 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  当社は借入金の金利変動リスクを回

避する目的で対象物の範囲内に限定し

ております。 

同左 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判定をしております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。 

 同左 

 

 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は413,300千円

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。 

 

  

－  － 
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表示方法の変更 

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） 

（貸借対照表） 

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事

業有限責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券

として取り扱われることとなったことから、「出資金」

のうち証券取引法上の有価証券に該当するもの（前事業

年度9,633千円 当事業年度9,704千円）については、当

事業年度において投資その他の資産の「投資有価証券」

として表示しております。 

（貸借対照表） 

 前事業年度において区分掲記しておりました投資その

他の資産「出資金」（当事業年度20千円）は、資産の総

額の100分の１以下であり重要性がないため、当事業年度

から投資その他の資産「その他」に含めて表示すること

に変更いたしました。 

 

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「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算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計上し

ております。 

この結果、販売費及び一般管理費が3,463千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が3,463
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31日） 

当事業年度 
（平成18年５月31日） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 4,117千円
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 7,248千円
  

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．     ────── 
 

授権株式数   普通株式 16,400株

発行済株式総数 普通株式 4,600株
  

 
 

 
  

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

債務保証 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。 

 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 

（千円） 
内容 

㈱セールスアウトソーシング 36,466 借入債務

計 36,466 ― 

  

 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

㈱セールスアウトソーシング 22,450 借入債務

計 22,450 ― 

  
４ 配当制限 ４      ────── 

 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7,368千

円であります。 

  

 

（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．販売費に属する費用のおおよその割合は75％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は25％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76％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は24％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 18,120千円

給与及び賞与 257,939 

福利厚生費 36,675 

旅費交通費 32,808 

賃借料 61,575 

支払手数料 37,659 

減価償却費 5,343 

貸倒引当金繰入額 2,547 
  

 
役員報酬 24,960千円

給与及び賞与 292,840 

福利厚生費 42,143 

旅費交通費 39,882 

賃借料 87,594 

支払手数料 37,828 

減価償却費 7,333 

貸倒引当金繰入額 1,006 
  

※２．本社移転費用の内訳は次のとおりであります。 ※２．      ────── 

    固定資産除却損 2,830千円

    旧賃貸建物等の原状回復費等 13,000 

    移転費用等 4,310 

計 20,141 

  

 

  

  

  

  

 

（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。 

－  － 
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（リース取引関係） 

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） 

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．借主側 １．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 

(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）

器具及び備品 21,384 17,218 4,165

ソフトウェア 4,600 3,373 1,226

合計 25,984 20,592 5,392

  

 

 
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）

器具及び備品 15,408 13,159 2,249

ソフトウェア 4,600 4,293 306

合計 20,008 17,452 2,555

  
(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等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 4,028千円

１年超 2,657千円

合計 6,685千円
  

 
１年内 1,806千円

１年超 2,326千円

合計 4,133千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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 4,722千円

減価償却費相当額 4,268千円

支払利息相当額 269千円
  

 
支払リース料 3,066千円

減価償却費相当額 2,836千円

支払利息相当額 112千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

２．貸主側 ２．       ────── 

未経過リース料期末残高相当額  
 

１年内 1,074千円

１年超 －千円

合計 1,074千円
  

 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているため、ほぼ同額の残高

が上記の借主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。 

 

 （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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（有価証券関係） 

前事業年度（平成17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。 

 

当事業年度（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 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 157,276 297,395 140,118 

合計 157,276 297,395 140,118 

 

 

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

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．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 
 
繰延税金資産 （千円)

未払事業税 2,218

貸倒引当金 772

投資有価証券評価損 2,019

その他 646

繰延税金資産小計 5,657

評価性引当額 △2,666

繰延税金資産合計 2,990

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △4,994

繰延税金負債合計 △4,994

繰延税金資産（負債）の純額 △2,003
  

 
繰延税金資産 （千円)

未払事業税 2,632

未払事業所税 577

貸倒引当金 214

投資事業組合損失 1,863

投資有価証券評価損 1,519

その他 172

繰延税金資産小計 6,981

評価性引当額 △3,383

繰延税金資産合計 3,597

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △4,392

繰延税金負債合計 △4,392

繰延税金資産（負債）の純額 △794
  

繰延税金資産（負債）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（負債）の純額は、貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
 

 （千円)

流動資産－繰延税金資産 2,402

固定負債－繰延税金負債 △4,406
  

 
 （千円)

流動資産－繰延税金資産 3,233

固定負債－繰延税金負債 △4,028
  

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 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

住民税均等割等 1.0

評価性引当額の増減 4.9

留保金課税 1.7

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1
  

 
 （％)

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1

住民税均等割等 0.6

評価性引当額の増減 1.6

留保金課税 1.8

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3
  

 

 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

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） 

 
１株当たり純資産額 77,378円65銭

１株当たり当期純利益 5,998円80銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
5,768円07銭

  

 
１株当たり純資産額 87,085円39銭

１株当たり当期純利益 9,941円85銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
9,594円27銭

  
（注）１．１株当たり純資産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） 

純資産の部の合計額（千円） － 413,046 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 413,046 

期末の普通株式の数（株） － 4,743 

２．１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。 

 
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 27,594 46,378 

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） 27,594 46,378 

期中平均株式数（株） 4,600 4,665 

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） 184 169 

 （うち新株予約権（株）） （184） （169） 

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１種類 

（新株予約権の数377個） 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

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） 

──────── 平成18年４月24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６月１日付をもって普通株式１株につき

２株に分割致します。 

 (1) 分割により増加する株式数 

  普通株式 4,743株 

 (2) 分割方法 

平成18年５月31日 終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載又は記録された株主の所有株式を、１株に

つき２株の割合をもって分割致します。 

 ２．配当起算日 

平成18年６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

の前期における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期における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 

38,689円33銭 

１株当たり純資産額 

43,542円70銭 

１株当たり当期純利益 

2,999円40銭 

１株当たり当期純利益 

4,970円92銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

2,884円04銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

4,796円64銭 
 

平成17年７月28日開催の取締役会において、当社の役

員及び従業員に対して、新株予約権の付与を行うことを

決議致しました。 

その概要は、下記のとおりであります。 
  

(1) 発行した新株予約権 400個 

（新株予約権１個につき 

１株） 

(2) 新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数 

普通株式 400株 

(3) 新株予約権の発行価格 無償 

(4) 新株予約権の発行日 平成17年７月28日 

(5) 権利行使時の１株当た

り払込金額 

376,110円 

(6) 権利行使期間 平成19年10月１日から 

平成24年９月30日まで 

(7) 行使の条件 ① 新株予約権の割当を受

けた者は、権利行使時に

おいても当社又は当社子

会社の役員もしくは従業

員の地位にあることを要

する。ただし、定年退職

その他正当な理由のある

場合にはこの限りでな

い。 
 

──────── 

－  － 
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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） 

当事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 ② 対象者の相続人による

新株予約権の行使は認め

られないものとする。た

だし、対象者が業務上の

災害等で死亡した場合

は、対象者の相続人が新

株予約権を行使すること

ができるものとする。 

 ③ その他権利行使の条件

は、新株予約権発行に関

する取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権を

受ける者との間で締結さ

れる新株予約権割当契約

に定めるところによる。

(8) 消却の事由と条件 ① 当社が消滅会社となる

合併契約書が締結された

とき、当社が完全子会社

となる株式交換契約書の

議案並びに株式移転の議

案につき株主総会で承認

されたときは、新株予約

権は無償で消却すること

ができる。 

 ② 新株予約権者が権利行

使をする前に、(7)①に

規定する条件に該当しな

くなったため新株予約権

を行使できなかった場

合、当該新株予約権につ

いては無償で消却するこ

とができる。 

(9) 有利な条件の内容  当社の役員及び従業員に

対し新株予約権を無償で発

行した。 

当社役員 ５人 168個

当社従業員 90人 232個

(10) 新株予約権の割当を

受ける者及び発行数 

合計 95人 400個
 

 

 

 

－  － 
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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) その他の異動 

   該当事項はありません。 

 

－  － 
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	　　なお、平成19年５月期（予想）の１株当たり年間配当金及び１株当たり当期純利益は、平成18年６月１日付の株式分割（１対２）後の株数を基に算出しております。
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