
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年５月期 個別財務諸表の概要  
平成18年７月19日

会社名 株式会社インテリックス 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 8940 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.intellex.co.jp/）

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 山本　卓也

問い合わせ先 責任者役職名 取締役　管理本部長兼経営企画部長

 氏名 鶴田　豊彦 ＴＥＬ　　（03）5459－3739

決算取締役会開催日 平成18年７月19日 配当支払開始予定日 平成18年８月25日

定時株主総会開催日 平成18年８月24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 31,612 (12.0) 1,322 (23.5) 905 (48.3)

17年５月期 28,229 (8.0) 1,071 (21.6) 610 (22.1)

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

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 477 (56.1) 8,511 31 － － 17.7 4.9 2.9

17年５月期 305 (△1.0) 30,839 47 － － 15.7 4.6 2.2

（注）①期中平均株式数 18年５月期 56,100株 17年５月期 9,921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5月期の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は、株式分割（1：5）が期首に行われたものとして算

出しております。

(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 21,642 2,917 13.5 52,009 44

17年５月期 15,354 2,489 16.2 221,860 03

（注）①期末発行済株式数 18年５月期 56,100株 17年５月期 11,220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 16,832 515 268 1,200 00 － － － －

通期 37,200 1,380 718 － － 1,200 00 2,400 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　12,798 円 82 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株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産
配当率 中間 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年５月期 0 00 2,000 0 2,000 00 22 6.5 0.9

18年５月期 400 00 700 0 1,100 00 61 12.9 2.3

19年５月期
（予想）

1,200 00 1,200 0 2,400 00    

 (注) 純資産配当率は、株式分割（1：5）に係る遡及修正値を用いて算出しております。

　※　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に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々

な要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の６ペー

ジをご参照ください。
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７．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）

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   663,390   761,344  97,954

２．売掛金   13,321   7,661  △5,660

３．販売用不動産 ※１  9,940,965   11,691,254  1,750,289

４．仕掛販売用不動産 ※１  3,219,660   3,956,764  737,104

５．前渡金   197,097   361,121  164,023

６．前払費用   81,962   90,850  8,887

７．未収消費税等   25,623   14,322  △11,300

８．繰延税金資産   63,134   111,912  48,778

９．その他   18,049   19,643  1,593

10．貸倒引当金   △920   △658  262

流動資産合計   14,222,285 92.6  17,014,218 78.6 2,791,932

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※１ 395,994   1,154,825    

減価償却累計額  37,128 358,866  51,518 1,103,307  744,440

(2）車両運搬具  22,340   18,330    

減価償却累計額  18,693 3,646  16,232 2,097  △1,549

(3）工具器具備品  40,439   45,798    

減価償却累計額  25,608 14,830  32,042 13,755  △1,075

(4）土地 ※１  494,355   2,591,241  2,096,886

有形固定資産合計   871,699 5.7  3,710,401 17.1 2,838,702
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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）

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) 借地権   －   467,663  467,663

(2）ソフトウェア   4,118   3,311  △806

(3）電話加入権   980   980  －

無形固定資産合計   5,098 0.0  471,954 2.2 466,856

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   962   152,070  151,107

(2）関係会社株式   28,136   28,136  －

(3）出資金   25,240   25,240  －

(4）長期前払費用   2,093   1,447  △645

(5）差入保証金敷金   143,554   167,846  24,291

(6）繰延税金資産   28,431   42,328  13,896

(7）その他   29,157   32,353  3,195

(8）貸倒引当金   △1,959   △3,980  △2,020

投資その他の資産合計   255,616 1.7  445,441 2.1 189,825

固定資産合計   1,132,413 7.4  4,627,797 21.4 3,495,383

資産合計   15,354,699 100.0  21,642,015 100.0 6,287,316

         
         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※３  440,812   678,932  238,119

２．短期借入金 ※１  7,326,650   9,129,400  1,802,750

３．１年内返済予定長期借
入金

※１  1,090,341   1,040,645  △49,695

４．１年内償還予定社債   270,000   235,000  △35,000

５．未払金   866   19,545  18,678

６．未払費用   200,088   288,274  88,185

７．未払法人税等   226,554   402,428  175,873

８．前受金   110,990   116,480  5,490

９．その他   25,583   84,131  58,548

流動負債合計   9,691,886 63.1  11,994,838 55.4 2,302,951
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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）

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）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   415,000   180,000  △235,000

２．長期借入金 ※１  2,583,582   6,163,594  3,580,011

３．役員退職慰労引当金   62,072   88,416  26,343

４．預り保証金敷金   97,486   295,110  197,623

５．その他   15,401   2,327  △13,073

固定負債合計   3,173,542 20.7  6,729,448 31.1 3,555,905

負債合計   12,865,429 83.8  18,724,286 86.5 5,858,856

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  535,650 3.5  － － △535,650

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  644,498   －    

資本剰余金合計   644,498 4.2  － － △644,498

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  1,309,145   －    

利益剰余金合計   1,309,145 8.5  － － △1,309,145

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △24 △0.0  － － 24

資本合計   2,489,269 16.2  － － △2,489,269

負債・資本合計   15,354,699 100.0  － － △15,354,699

         
 （純資産の部）         

 Ⅰ　株主資本         

 　１．資本金   －   535,650  535,650

   ２．資本余剰金   －   644,498  644,498

 　３．利益余剰金   －   1,741,750  1,741,750

株主資本合計   － －  2,921,898 13.5 2,921,898

 Ⅱ　評価・換算差額等         

 　１．その他有価証券評価差
   　　額金

  －   △4,169  △4,169

評価・換算差額等合計   － －  △4,169 △0.0 △4,169

     純資産合計   － －  2,917,729 13.5 2,917,729

 　　負債純資産合計   － －  21,642,015 100.0 21,642,015
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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）

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         

１．販売用不動産売上高  28,025,624   31,183,707    

２．その他売上高  204,197 28,229,821 100.0 428,740 31,612,448 100.0 3,382,626

Ⅱ　売上原価         

１．販売用不動産売上原価  24,898,440   27,619,630    

２．その他売上原価  33,458 24,931,898 88.3 46,092 27,665,722 87.5 2,733,823

売上総利益   3,297,923 11.7  3,946,726 12.5 648,802

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,226,400 7.9  2,623,826 8.3 397,425

営業利益   1,071,522 3.8  1,322,899 4.2 251,377

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  757   179    

２．受取配当金  61   61    

３．デリバティブ利益  4,400   10,883    

４．受取違約金  21,632   4,926    

５．業務受託収入 ※２ 3,600   3,600    

６．雑収入  3,462 33,913 0.1 3,868 23,518 0.1 △10,395

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  350,445   357,454    

２．社債利息  6,224   4,696    

３．新株発行費  9,192   －    

４．社債発行費  1,750   －    

５．株式上場費用  13,800   －    

６．支払手数料  105,767   76,705    

７．雑損失  7,540 494,720 1.7 1,593 440,449 1.4 △54,271

経常利益   610,715 2.2  905,968 2.9 295,253

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 169   10,390    

 ２．ゴルフ会員権売却益  95   －    

３．投資有価証券売却益  270   41    

４．貸倒引当金戻入額  － 535 0.0 262 10,694 0.0 10,158
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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）

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）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産処分損 ※４ 6,430 6,430 0.1 1,359 1,359 0.0 △5,071

税引前当期純利益   604,820 2.1  915,303 2.9 310,483

法人税、住民税及び事
業税

 315,780   497,650    

法人税等調整額  △16,930 298,850 1.0 △59,831 437,818 1.4 138,968

当期純利益   305,969 1.1  477,484 1.5 171,514

前期繰越利益   1,003,175      

当期未処分利益   1,309,145      

         

売上原価明細書

(イ）販売用不動産売上原価

  
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）

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）

販売用不動産取得費  21,444,846 86.1 23,106,472 83.7 1,661,625

委託内装工事費  2,193,577 8.8 2,966,735 10.7 773,158

その他の経費  1,260,016 5.1 1,546,422 5.6 286,405

販売用不動産売上原価  24,898,440 100.0 27,619,630 100.0 2,721,190

(ロ）その他売上原価

  
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）

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）

減価償却費  7,186 21.5 13,484 29.2 6,298

業務委託費  11,974 35.8 8,740 19.0 △3,233

その他の経費  14,297 42.7 23,866 51.8 9,569

その他売上原価  33,458 100.0 46,092 100.0 12,633
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(3）利益処分計算書

 前事業年度（自　平成１６年６月１日　至　平成１７年５月３１日）

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年8月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（当期未処分利益の処分）    

Ⅰ　当期未処分利益   1,309,145

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  22,440 22,440

Ⅲ　次期繰越利益   1,286,705

(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）　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

株主資本  評価・換算差額等

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

前期末残高 535,650 644,498 1,309,145 2,489,294 △24 △24 2,489,269

当期変動額

剰余金の配当   △44,880 △44,880   △44,880

当期純利益   477,484 477,484   477,484

株主資本以外の項目の変動額

（純額）
    △4,144 △4,144 △4,144

当期変動額合計   432,604 432,604 △4,144 △4,144 428,459

当期末残高 535,650 644,498 1,741,750 2,921,898 △4,169 △4,169 2,917,729

－ 45 －



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）子会社株式

　移動平均法による原価法

(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

よる原価法により算定）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

   

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産

　個別法による原価法

(1）販売用不動産

同左

 (2）仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

(2）仕掛販売用不動産

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

（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、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

 建物　　　　　３年～60年

 車両運搬具　　２年～６年

 工具器具備品　３年～20年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　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

 (3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

－

 

 (2）社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。
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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．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）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

７．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

８．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は、特例処理

の要件を満たしている場合は、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：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　当社の社内規定に基づき、個別案件

ごとにヘッジ対象を明確にし、当該

ヘッジ対象の金利変動リスクをヘッジ

することを目的として実施することと

しております。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、ヘッジ有

効性の判定を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．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

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

　ただし、控除対象外消費税等のうち

固定資産に係る部分は、投資その他の

資産の「その他」に計上し（５年償

却）、それ以外は全額発生事業年度の

期間費用として処理しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

前会計年度
（自　平成16年 6月 1日
至　平成17年 5月31日）

当会計年度
（自　平成17年 6月 1日
至　平成18年 5月31日）

－  当事業年度より次の会計基準を適用しております。

 

 (1)　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」（平成14年8月10日　企業会計審議会）及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（平成15年

10月31日　企業会計基準委員会　企業会計基準適用指

針第6号）

 (2)　役員賞与に関する会計基準

「役員賞与に関する会計基準」（平成17年11月29日　

企業会計基準委員会　企業会計基準第4号）

 (3)　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（平成17年12月9日　企業会計基準委員会　企業会計

基準第5号）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」（平成17年12月9日　

企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第8号）

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,917,729千円であり、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。

 (4)　株主資本等変動計算書に関する会計基準

「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（平成17

年12月27日　企業会計基準委員会　企業会計基準第6

号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の

適用指針」（平成17年12月27日　企業会計基準委員会

　企業会計基準適用指針第9号）

 (5)　1株当たり当期純利益に関する会計基準

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（平成18

年1月31日　企業会計基準委員会　改正企業会計基準

第2号）、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」（平成18年1月31日　企業会計基準委員会

　改正企業会計基準適用指針第4号）及び「1株当たり

当期純利益に関する実務上の取扱い」（平成18年1月

31日　企業会計基準委員会　改正実務対応報告第9号）

  

なお、上記の会計基準の適用による損益に与える影響は

ありません。
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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)  

　前期まで区分掲記しておりました「前受収益」（当期末

残高16,368千円）は、負債及び資本の合計額の100分の１

以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。

　－
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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が導入されたこと

に伴い、当期から「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、10,691千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ10,691千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　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に提供している資産は次のとおりであります。 (1）担保に提供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 7,464,474千円

仕掛販売用不動産 2,015,782千円

建物 283,983千円

土地 456,507千円

計 10,220,747千円

販売用不動産  5,621,690千円

仕掛販売用不動産 1,706,713千円

建物 1,054,652千円

土地 2,584,782千円

計 10,967,839千円

(2）担保付債務は次のとおりであります。 (2）担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 6,362,050千円

１年内返済予定長期借入金 867,434千円

長期借入金 1,740,669千円

計 8,970,153千円

短期借入金 4,893,100千円

１年内返済予定長期借入金 566,512千円

長期借入金 4,686,194千円

計  10,145,806千円

　上記担保資産のうち土地90,471千円及び建物

33,118千円は関係会社の長期借入金（97,600千円）

及び１年内返済予定長期借入金（7,680千円）の担

保に提供している資産であります。

 

 

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式　　　　　普通株式 35,000株

発行済株式の総数　普通株式 11,220株

授権株式　　　　　普通株式 175,000株

発行済株式の総数　普通株式 56,100株

 

※３　関係会社に対する残高　　　　　　　440,812千円

 

※３　関係会社に対する残高　　　　　   676,802千円

  

　４　偶発債務 　４　偶発債務

　偶発債務として、次の関係会社の金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

　偶発債務として、次の関係会社の金融機関からの借

入に対し債務保証を行っております。

㈱インテリックス空間設計 584,240千円 ㈱インテリックス空間設計 223,300千円

　また、リース会社からのリースに対し債務保証を

行っております。

　また、リース会社からのリースに対し債務保証を

行っております。

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

㈱インテリックス空間設計 1,822千円

㈱インテリックス住宅販売 2,371千円

㈱インテリックス空間設計  717千円

㈱インテリックス住宅販売 1,079千円
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（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46％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は54％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41％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は59％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。

販売仲介手数料 729,403千円

役員報酬 123,840千円

給与手当 421,978千円

賞与 158,068千円

役員退職慰労引当金繰入額 24,598千円

地代家賃 131,538千円

減価償却費 19,113千円

貸倒引当金繰入額 600千円

販売仲介手数料 870,817千円

役員報酬 131,251千円

給与手当 548,269千円

賞与 215,728千円

役員退職慰労引当金繰入額 26,343千円

地代家賃 153,324千円

減価償却費 18,947千円

貸倒引当金繰入額 2,020千円

※２　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。

※２　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。

関係会社からの業務受託収入 3,600千円 関係会社からの業務受託収入 3,600千円

※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

工具器具備品 169千円

※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

建物 9,584千円

車両運搬具 805千円

 計 10,390千円

※４　固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。 ※４　固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

建物 5,695千円

工具器具備品 735千円

 計 6,430千円

建物 901千円

車両運搬具 94千円

工具器具備品 363千円

 計 1,359千円
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①　リース取引

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．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

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 120,280 57,491 62,789

合計 120,280 57,491 62,789

 
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 159,300 93,914 65,385

合計 159,300 93,914 65,385

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 30,527千円

１年超 34,083千円

合計 64,610千円

１年内 25,875千円

１年超 41,152千円

合計 67,028千円

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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 28,802千円

減価償却費相当額 26,177千円

支払利息相当額 2,903千円

支払リース料 40,497千円

減価償却費相当額 36,953千円

支払利息相当額 3,364千円

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、残存価額をゼロとする定

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

を利息相当額の総額とし、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

②　有価証券

前事業年度（自　平成16年６月１日　至　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（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。
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③　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

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額 13,998

未払固定資産税否認額 2,183

未払不動産取得税否認額 18,934

未払賞与否認額 27,153

貸倒引当金損金算入限度超過額 374

その他 490

計 63,134

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金否認額 25,257

税務上の繰延資産償却限度超過額 2,360

貸倒引当金損金算入限度超過額 797

その他 16

 計 28,431

繰延税金資産（合計） 91,565

 （千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額 27,986

未払固定資産税否認額 15,328

未払不動産取得税否認額 22,602

未払賞与否認額 43,702

貸倒引当金損金算入限度超過額 267

その他 2,024

計 111,912

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金否認額 35,976

税務上の繰延資産償却限度超過額 1,871

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,619

その他有価証券評価差額金 2,860

 計 42,328

繰延税金資産（合計） 154,240

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 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.01

住民税均等割額 0.18

同族会社の留保金に対する税額 2.84

法人税等追徴税額 2.29

その他 0.40

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.41

 （％）

法定実効税率 40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.86

住民税均等割額 0.47

同族会社の留保金に対する税額 3.80

その他 1.01

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.83
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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 221,860.03円

１株当たり当期純利益金額 30,839.47円

１株当たり純資産額 52,009.44円

１株当たり当期純利益金額 8,511.31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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません

－  

 　当社は、平成17年9月15日付で株式1株につき5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。

　

1株当たり純資産額 44,372.00円

1株当たり当期純利益額 6,167.89円

潜在株式調整後1株当たり

　当期純利益
－円

  

 

　（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）

当期純利益（千円） 305,969 477,484

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） 305,969 477,484

期中平均株式数（株） 9,921 56,100

希薄化効果を有してい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

－

 平成17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)

 　　普通株式　　　　　1,233株
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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）

（新株予約権方式によるストック・オプション制度の採

用）

　平成17年8月25日開催の当社第10回定時株主総会におい

て、当社並びに当社子会社の役員（顧問を含む）及び従

業員の業務向上に対する意欲や士気を一層高め、業容拡

大に資することを目的として、商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づくストック・オプション制度

（新株予約権方式）を採用することを決議しております。

制度に基づく新株予約権の概要は以下のとおりでありま

す。

 

新株予約権発行の要領 

 (1) 新株予約権の割当を受ける者

　当社並びに当社子会社の取締役、監査役、顧問及び

従業員とする。

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　当社普通株式250株（平成17年７月31日を割当基準日

とする株式分割実施による調整後は、1,250株とす

る。）を上限とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整す

るものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のう

ち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果によ

り生じた１株未満の端数については、これを切り捨て

るものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株

式併合の比率

(3) 発行する新株予約権の総数

　250個（平成17年７月31日を割当基準日とする株式分

割実施による調整後は、1,250個とする。）を上限とす

る。（新株予約権１個当たりの目的となる株式数１株。

ただし、上記 (2) に定める株式の数の調整を行った場

合は、その調整に従う。）

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

 

 　　　　　　　　　　　　－
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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）

 (5) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

　新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成

立しない日を除く。）における株式会社ジャスダック証

券取引所が公表する当社普通株式の最終価格（以下、「最

終価格」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円

未満の端数は切り上げる。）とする。

　ただし、その金額が新株予約権発行の日の最終価格（取

引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格）

を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格とする。

　なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併

合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額

（以下「払込価額」という。）を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額＝調整前払込価額 ×（1／株式分割・

株式併合の比率）

　また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で

新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権

の権利行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価

額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。

調整後

払込価

額

 

＝

調整前

払込価

額

×

 

既発行

株式数

＋

 

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

　なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、発

行済株式数から保有する自己株式の数を控除した数とし、

また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」

を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　また、新株予約権発行後に他社と合併する場合、会社

分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの

場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、必

要かつ合理的な範囲で、払込価額を適切に調整すること

ができるものとする。

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成19年９月1日から平成22年８月31日までとする。

(7) 新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社並びに

当社子会社の取締役、監査役、顧問及び従業員の地位

にあることを要する。ただし取締役の再任や従業員の

取締役への昇任、当社並びに当社子会社間の転籍、そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りではない。
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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 新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

③ 新株予約権者は保有する新株予約権のうち、その一部

につき権利を行使することができる。ただし、権利の

行使は付与された新株予約権の整数倍の単位で行使す

るものとする。

④ 新株予約権者は、下記の各期間中において、既に行使

した新株予約権の個数の累計が、下記のそれぞれの期

間について規定された新株予約権の個数を超えないよ

うに権利を行使するものとする。

(イ) 平成19年９月１日から平成20年８月31日まで

　割当を受けた新株予約権の３分の１まで。ただし、

１個の新株予約権に満たない端数については、これを

切り上げる。

(ロ) 平成20年９月１日から平成21年８月31日まで

　割当を受けた新株予約権の３分の２まで。ただし、

１個の新株予約権に満たない端数については、これを

切り上げる。

(ハ) 平成21年９月１日から平成22年８月31日まで

割当を受けた新株予約権の３分の３。

⑤ その他の行使条件については、株主総会決議及び新株

予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権申込証兼割当契約書

に定めるところによる。

(8) 新株予約権の消却の事由及び消却条件

① 当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で承

認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換

契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき当社株

主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無

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、新株予約権の行

使の条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株

予約権を無償で消却することができる。

③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した

場合は、当社は当該新株予約権を無償で消却すること

ができる。
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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）

(9) 新株予約権の譲渡制限

　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

（株式の分割に関する取締役会決議）

　平成17年７月15日開催の当社取締役会において、次の

とおり株式分割を行うことを決議いたしました。

　平成17年９月15日付をもって普通株式１株を５株に分

割する。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式 44,880 株

(2) 分割方法

　平成17年７月31日（日曜日）〔ただし、当日及び前日

は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成17年７

月29日（金曜日）〕最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数並びに端株原簿に

記載又は記録された端株主の所有端株数を１株につき５

株の割合をもって分割する。

(3) 配当起算日

平成17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

事業年度における１株当たりの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株当たりの情

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

29,052.45円 44,372.00円

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

 6,888.55円 6,167.89円 

潜在株式調整後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

－ 円 － 円
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８．役員の異動（平成18年８月24日付）
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新任監査役候補

常勤監査役　　栗林　正章　(現　みずほマーケティングエキスパーツ（株）顧問）

　（注）栗林正章氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

 ②退任予定監査役

 常勤監査役　　田中　格

３．就任予定日

平成18年８月24日
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