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１　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(△損失) 経常利益(△損失)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月期 4,622 (△27.7) △713 － △794 －

17年５月期 6,395 (△11.3) 335 (△63.4) 318 (△66.6)

当期純利益(△損失)
１株当たり

当期純利益(△損失)

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益(△損失)

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 △2,189 － △120 94 － － △46.7 △5.4 △17.2

17年５月期 216 (4.3) 11 95 － － 4.4 1.1 5.0

（注）①期中平均株式数 18年５月期 18,106,936株 17年５月期 18,097,657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 14,380 4,707 32.7 218 71

17年５月期 14,847 4,665 31.4 257 82

（注）①期末発行済株式数 18年５月期 21,525,535株 17年５月期 18,097,595株

②期末自己株式数 18年５月期 785株 17年５月期 725株

２　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 2,450 0 150

通期 5,400 300 200

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　9円29銭

３　配当状況

 一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  ％  ％

17年５月期 10 00 0 00 10 00 180 83.7 3.9

18年５月期 － － － － － － － － －

19年５月期（予想） － － － － － －    

 ※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。経済・事

業環境の変動等にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。



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20日）

当事業年度
（平成18年５月20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 ※１ 1,081,087 354,130

２．受取手形 7,583 2,445

３．売掛金 ※５ 2,456,437 2,159,724

４．商品 5,441 5,577

５．貯蔵品 4,487 478

６．その他たな卸資産 200,943 405,364

７．前払費用 40,654 52,482

８．立替金 ※５ 147,120 196,886

９．繰延税金資産 118,759 570,520

10．短期貸付金 545,000 762,937

11．未収入金 467,483 910,793

12．その他 151,059 65,214

13．貸倒引当金 △201,978 △1,173,799

流動資産合計 5,024,079 33.8 4,312,755 30.0

Ⅱ　固定資産

１． 有形固定資産

(1) 建物 204,246 171,831

減価償却累計額 108,250 95,995 107,708 64,122

(2) 車輌運搬具 31,355 31,973

減価償却累計額 14,255 17,100 17,729 14,244

(3) 工具、器具及び備品 170,895 143,619

減価償却累計額 105,700 65,195 110,523 33,096

有形固定資産合計 178,291 1.2 111,463 0.8

－ 2 －



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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２． 無形固定資産

(1) 営業権 43,040 －

(2) のれん － 21,520

(3) ソフトウェア 23,519 13,347

(4) 電話加入権 10,392 6,145

無形固定資産合計 76,952 0.5 41,012 0.3

３． 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 2,217,414 4,446,944

(2) 関係会社株式 2,091,595 2,213,950

(3) 出資金 100,800 800

(4) 関係会社出資金 24,112 19,056

(5) 長期貸付金 3,005,750 3,595,593

(6) 関係会社長期貸付金 ※６ 1,890,393 275,400

(7) 破産債権、更生債権そ
の他これらに準ずる債
権

9,413 435,530

(8) 長期前払費用 ※１ 225,861 761,060

(9) 繰延税金資産 551,547 －

(10)敷金・保証金 312,753 253,326

(11)保険積立金 201,178 －

(12)その他 ※１ 55,368 72,670

(13)貸倒引当金 △1,117,975 △2,159,335

投資その他の資産合計 9,568,214 64.5 9,914,996 68.9

固定資産合計 9,823,458 66.2 10,067,473 70.0

資産合計 14,847,537 100.0 14,380,229 100.0

－ 3 －



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）

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 1,860 124

２．短期借入金 ※１ 2,272,500 1,831,621

３．１年以内返済予定長期借
入金

※１ 2,103,250 2,420,250

４．未払金 ※５ 345,351 779,716

５．未払費用 163,629 160,270

６．未払法人税等 578,117 18,073

７．未払消費税等 1,227 －

８．前受金 145,385 243,942

９．預り金 97,383 79,125

10．その他 12,145 23,763

流動負債合計 5,720,849 38.5 5,556,887 38.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 4,106,750 3,311,042

２. 繰延税金負債  － 449,913

３．退職給付引当金 82,246 67,366

４．役員退職慰労引当金 244,588 264,084

５．その他 27,164 23,083

固定負債合計 4,460,748 30.1 4,115,490 28.6

負債合計 10,181,597 68.6 9,672,377 67.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 1,866,916 12.5 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,171,523 －

資本剰余金合計 1,171,523 7.9 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 77,752 －

２．任意積立金

別途積立金 163,500 －

３．当期未処分利益 1,464,999 －

利益剰余金合計 1,706,251 11.5 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 △77,851 △0.5 － －

Ⅴ　自己株式 ※４ △900 △0.0 － －

資本合計 4,665,940 31.4 － －

負債・資本合計 14,847,537 100.0 － －

－ 4 －



 
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）

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  － － 2,367,404 16.4

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,672,011

資本剰余金合計  － － 1,672,011 11.6

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 77,752

(2）その他利益剰余金  

別途積立金  － 163,500

繰越利益剰余金  － △905,871

利益剰余金合計  － － △664,619 △4.6

４．自己株式  － － △927 △0.0

株主資本合計  － － 3,373,869 23.4

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金

 － 1,333,982

評価・換算差額等合計  － － 1,333,982 9.3

純資産合計  － － 4,707,851 32.7

負債純資産合計  － － 14,380,229 100.0

－ 5 －



(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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 6,432 4,132

２．役務収益 6,388,936 6,395,369 100.0 4,618,163 4,622,295 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１

１．商品売上原価

(1) 商品期首たな卸高 4,991 5,441

(2) 当期商品仕入高 8,280 3,616

合計 13,271 9,057

(3) 他勘定振替高 ※２ 4,382 2,061

(4) 商品期末たな卸高 5,441 5,577

商品売上原価 3,447 1,418

２．役務原価 4,398,903 4,402,350 68.8 3,619,218 3,620,637 78.3

売上総利益 1,993,018 31.2 1,001,658 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2

１．広告宣伝費 115,970 333,247

２．貸倒引当金繰入額 － 18,429

３．役員報酬 235,554 232,100

４．従業員給与 515,304 372,774

５．退職給付費用 5,021 6,661

６．役員退職慰労引当金繰入
額

21,626 26,696

７．法定福利費 57,794 56,856

８．旅費交通費 80,016 63,695

９．地代家賃 84,519 83,715

10．報酬 189,707 199,345

11．減価償却費 14,128 11,027

12．その他 337,795 1,657,438 25.9 311,035 1,715,584 37.1

営業利益(△損失) 335,579 5.3 △713,926 △15.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※１ 141,180 112,894

２．受取配当金 ※１ 18,539 12,320

３．投資有価証券売却益 5,141 －

４．保険解約返戻金 － 61,167

５．雑収入 3,343 168,205 2.6 36,016 222,398 4.8

－ 6 －



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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息及び割引料 118,751 176,350

２．貸倒引当金繰入額 － 20,293

３．シンジケートローン手数
料償却

54,795 64,171

４．新株発行費 － 3,563

 　５．雑損失 11,948 185,495 2.9 38,249 302,627 6.6

経常利益(△損失) 318,289 5.0 △794,155 △17.2

Ⅵ　特別利益

１．関係会社株式売却益 2,513,797 893,367

２．固定資産売却益 ※３ 625 18

３．投資有価証券売却益 22,466 2,536,889 39.7 580,815 1,474,201 31.9

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 ※４ 75,378 25,219

２．投資有価証券評価損 782,299 25,109

３．減損損失  ※５ － 27,737

４．債権放棄損失 250,000 －

５．貸倒損失 134,727 488,244

６．関係会社株式評価損 － 68,494

７．子会社株式評価損 － 779,999

８．関係会社出資金評価損 － 5,056

９．貸倒引当金繰入額 917,745 1,542,817

10．表明保証損失 － 2,160,152 33.8 315,000 3,277,680 70.9

税引前当期純利益(△純
損失)

695,026 10.9 △2,597,634 △56.2

法人税、住民税及び事業
税

714,313 7,551

過年度法人税、住民税及
び事業税

14,298 －

法人税等調整額 △249,766 478,845 7.5 △415,291 △407,739 △8.8

当期純利益(△純損失) 216,180 3.4 △2,189,895 △47.4

前期繰越利益 1,248,818 －

当期未処分利益 1,464,999 －

－ 7 －



役務原価明細書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　人件費 1,937,172 44.0 1,781,210 49.2

Ⅱ　経費

１．旅費交通費 431,939 398,817

２．業務委託費 559,181 369,790

３．賃借料 105,509 93,851

４．地代家賃 289,765 258,285

５．その他 1,075,335 2,461,730 56.0 717,262 1,838,008 50.8

役務原価 4,398,903 100.0 3,619,218 100.0

－ 8 －



(3）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年８月９日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,464,999

Ⅱ　利益処分額

配当金 180,975 180,975

Ⅲ　次期繰越利益 1,284,023

－ 9 －



 （4）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）

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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計任意積立

金
繰越利益剰
余金

平成17年５月20日　残高

（千円）

1,866,91

6

1,171,52

3

1,171,52

3
77,752 163,500 1,464,999 1,706,251 △900 4,743,791

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 500,488 500,488 500,488      1,000,976

剰余金の配当（千円）      △180,975 △180,975  △180,975

当期純利益(△損失)（千円）      △2,189,895 △2,189,895  △2,189,895

自己株式の取得（千円）        △27 △27

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

        －

事業年度中の変動額合計

（千円）
500,488 500,488 500,488 － － △2,370,871 △2,370,871 △27 △1,369,922

平成18年５月20日　残高

（千円）

2,367,40

4

1,672,01

1

1,672,01

1
77,752 163,500 △905,871 △664,619 △927 3,373,869

評価・換算差額等

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

平成17年５月20日　残高

（千円）
△77,851 △77,851 4,665,940

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   1,000,976

剰余金の配当（千円）   △180,975

当期純利益(△損失)(千円)   △2,189,895

自己株式の取得（千円）   △27

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

1,411,834 1,411,834 1,411,834

事業年度中の変動額合計

（千円）
1,411,834 1,411,834 41,911

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,333,982 1,333,982 4,707,851

－ 10 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

────── 　当社は、厳しい経営環境のなかで、収益性向上とキャッ

シュ・フロー改善にグループの総力をあげて取組んでおり

ますが、当事業年度に713百万円の営業損失を計上しており

ます。また、今後の経営成績によってはコミットメントラ

イン契約（平成18年５月20日現在実行額5,418百万円）の財

務制限条項に抵触する可能性が生じております。当該状況

により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じており

ます。

　今後におきましては、事業全体の抜本的改革に取り組む

と共に、必要に応じた手持ち有価証券等の資産売却等によ

り、キャッシュ・フローを改善させつつ有利子負債の圧縮

を進めてまいる方針です。財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映しておりません。

－ 11 －



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

(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

り算定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法
────── 　時価法

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　総平均法による原価法 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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　８～22年

工具、器具及び備品　６～10年

(1）有形固定資産

同左

 

  

建物　　　　　　　　８～18年

工具、器具及び備品　４～15年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は以下のとおりで

あります。

営業権　　　　　５年

ソフトウェア　　５年

(2）無形固定資産

同左

 なお、主な償却年数は以下のとおりで

あります。 

 のれん　　　　　５年

 ソフトウェア　　５年

 当事業年度から、内閣府令第56号「財

務諸表の監査証明に関する内閣府令等の

一部を改正する内閣府令」（平成18年４

月26日）により、改正後の「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和51年大蔵省令　第28号）を適

用しております。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

 同左

 ５．繰延資産の処理方法  ─────  新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。
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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）

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）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当期末において発生して

いると認められる額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各期の発生時に

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期から費

用処理することとしております。

(2）退職給付引当金

同左

(3）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相当額を計上

しております。

(3）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

特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては特例処理を行って

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

①　ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ対象…変動金利の借入金

利息

②　ヘッジ対象…同左

(3）ヘッジ方針

市場相場変動に伴うリスクの軽減を

目的として利用する方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、かつ相場変

動またはキャッシュ・フロー変動リス

クを完全に相殺するものと想定される

ため、有効性の判定は省略しておりま

す。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎に判定しておりま

す。

　なお、特例処理の適用要件を充たし

ている金利スワップについては、有効

性が保証されるため、有効性の判定は

省略しております。

－ 13 －



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）

９．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）

────── （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方針」（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。

　これにより税引前当期純損失は27,737千円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

────── （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4,707,851千円で

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）

（貸借対照表）

　「未収入金」は、前事業年度は流動資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当事業年度において資産の

総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度の「未収入金」の金額は、14,417千円

であります。

 

（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「保険積立金」

（当事業年度末70,770千円）は、当事業年度において資産

の総額の100分の1以下となったため投資その他の資産の

「その他」に含めて掲記しております。

 

　投資事業組合出資金は、前事業年度末までは投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、平成

16年12月１日施行の改正証券取引法の規定により、当事業

年度末からは「投資有価証券」に含めて表示しております。

　当該金額は次のとおりであります。

　　前事業年度末　　　　35,229千円

　　当事業年度末　　　　30,926千円

　

　

　

　　

（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「販売手数料」

及び「採用費」は、販売費及び一般管理費の合計額の100

分の5以下となったため、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しました。

なお、当事業年度の「販売手数料」の金額は30,836千円、

「採用費」の金額は30,343千円であります。

 

 ──────

 

 

　前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示し

ておりました「シンジケートローン手数料償却」は、金額

の重要性から当事業年度より区分掲記しております。なお、

前事業年度の「雑損失」に含まれる「シンジケートローン

手数料償却」の金額は12,840千円であります。
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追加情報

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）

（外形標準課税）

「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23,266千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が23,266

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　担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。

※１　担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産

定期預金 41,671千円

投資有価証券 1,660,680

計 1,702,351

定期預金 41,681千円

投資有価証券 3,699,528

長期前払費用 13,129

保険積立金 69,266

計 3,823,606

(2）担保付債務 (2）担保付債務

短期借入金 1,422,500千円

長期借入金

(１年内返済予定分を含む)

760,000

計 2,182,500

短期借入金     1,281,597千円

長期借入金

(１年内返済予定分を含む)

240,000

計 1,521,597

２　保証債務

　金融機関等からの借入金に対し、次のとおり債務保

証を行っております。

２　保証債務

　金融機関等からの債務に対し、次のとおり債務保証

を行っております。

 (1）借入金に対する債務保証 (1）借入金に対する債務保証

㈱イデア・リンク 427,508千円

㈱リンク・プロモーション 28,788

㈱ケア・リンク 1,189,000

㈱エル・シー・エーコミュニケー

ションズ

254,000

㈱エル・シー・エー・リコンス

トラクション

16,400

㈱エステートセイワ 35,525

㈱バスク 11,120

㈱バイタルプレスト 28,000

㈱リンク・ポット 11,889

計 2,002,231

㈱イデア・リンク   795,100千円

㈱リンク・プロモーション 20,991

㈱ケア・リンク 873,000

㈱エル・シー・エーコミュニケー

ションズ

138,000

㈱エステートセイワ 20,825

㈱バスク 4,460

㈱バイタルプレスト 23,208

㈱リンク・ポット 9,341

㈱ＰＬＥＮＡ　ＭＯＶＡＤＯ 30,441

㈱ユー・エフ・リンク 56,800

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋ 122,000

計 2,094,167
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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）

(2）リース債務に対する債務保証 (2）リース債務に対する債務保証

㈱リンク・プロモーション 25,644千円

㈱イデア・リンク 221,217

㈱ケア・リンク 2,183,834

㈱エル・シー・エー・リコンス

トラクション

4,503

㈱エル・シー・エーコミュニケー

ションズ

8,181

オーナーズエージェント㈱ 15,472

㈱ドリームエクスプローラ 6,577

㈱ユー・エフ・リンク 16,856

㈱リンク・ポット 14,464

㈱メディアコミュニケーションズ 232,932

計 2,729,685

㈱リンク・プロモーション   49,421千円

㈱イデア・リンク 26,789

㈱ケア・リンク 1,919,413

㈱エル・シー・エー・リコンス

トラクション

2,703

㈱エル・シー・エーコミュニケー

ションズ

2,740

オーナーズエージェント㈱ 7,303

㈱ドリームエクスプローラ 2,893

㈱ユー・エフ・リンク 70,962

㈱リンク・ポット 11,365

㈱メディアコミュニケーション

ズ

337,438

㈱ＬＣＡ－Ｉ 53,735

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉｎｋ 100,797

計 2,585,565

(3）仕入債務に対する債務保証

㈱エル・シー・エー・リコン

ストラクション

5,250千円

計 5,250

※３　株式の状況 ※３　　　　　　　　──────

授権株式数　　　　　普通株式 60,000,000株

発行済株式の総数　　普通株式 18,098,320株

※４　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式725株で

あります。

※４　　　　　　　　──────

※５　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか、次のものがあります。

※５　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか、次のものがあります。

売掛金 77,514千円

立替金 146,024千円

未払金 47,708千円

売掛金 359,146千円

立替金  180,871千円

未払金 46,015千円

※６　当社は、子会社の資金需要に機動的に対応するため、

子会社との間で貸出極度額契約を締結しております。

　　当該契約に基づく貸出極度額の総額及び貸出未実行残

高は以下のとおりであります。

※６　当社は、子会社の資金需要に機動的に対応するため、

子会社との間で貸出極度額契約を締結しております。

　　当該契約に基づく貸出極度額の総額及び貸出未実行残

高は以下のとおりであります。

貸出極度額の総額 6,500,000千円

貸出実行残高 1,754,339

貸出未実行残高 4,745,660

貸出極度額の総額 7,000,000千円

貸出実行残高 204,244

貸出未実行残高 6,795,755
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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）

 ７　財務制限条項

 当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、財務制限

条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結し

ており、その内容は下記のとおりであります。

 なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の

多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ち

に借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負

うことになっております。

 (1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当会計期間末残高　　　2,100百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連結ベース)の資本の

部の金額を3,400,000千円または直近年度末における資本

の部の金額の75％以上のいずれか高い方の金額以上に、貸

借対照表（単体ベース）の資本の部の金額を

3,200,000千円または直近年度末における資本の部の金額

の75％以上のいずれか高い方の金額以上に維持すること、

及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損益につ

いて2期連続して損失を計上しないこと。

 ７　財務制限条項

 　当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、財務制限

条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結し

ており、その内容は下記のとおりであります。

 なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の

多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ち

に借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負

うことになっております。

 (1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当会計期間末残高　    1,200百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連結ベース)の資本の

部の金額を3,400,000千円または直近年度末における資本

の部の金額の75％以上のいずれか高い方の金額以上に、貸

借対照表（単体ベース）の資本の部の金額を

3,200,000千円または直近年度末における資本の部の金額

の75％以上のいずれか高い方の金額以上に維持すること、

及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損益につ

いて2期連続して損失を計上しないこと。

 (2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年２月３日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当会計期間末残高　　　2,000百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成15年５月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。

 (2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年２月３日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当会計期間末残高　　　1,500百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成15年５月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。

 (3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年９月24日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当会計期間末残高　　　1,250百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成16年５月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。

 (3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年９月24日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当会計期間末残高　　　1,843百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成16年５月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。
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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）

  (4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成18年１月25日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

②　当会計期間末残高　  　　875百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成17年５月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。
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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　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。

※１　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。

売上原価 351,678千円

販売費及び一般管理費 133,415千円

受取利息 71,930千円

受取配当金 14,030千円

売上原価    179,891千円

販売費及び一般管理費 6,266千円

受取利息 44,188千円

※２　他勘定振替高の内容 ※２　他勘定振替高の内容

販売費及び一般管理費 3,554千円

その他 828

計 4,382

販売費及び一般管理費 1,610千円

その他 450

計 2,061

※３　固定資産売却益の内訳 ※３　固定資産売却益の内訳

固定資産売却益

車輌運搬具 625千円

計 625

固定資産売却益

車輌運搬具 18千円

計 18

※４固定資産処分損の内訳 ※４固定資産処分損の内訳

固定資産除却損

建物 23,965千円

工具、器具及び備品 4,965

計 28,930

固定資産除却損

建物 17,833千円

工具、器具及び備品 7,305

計 25,138

固定資産売却損

建物 15,439千円

構築物 101

工具、器具及び備品 120

土地 30,785

計 46,447

固定資産売却損

工具、器具及び備品 80千円

計 80
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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）

 ※５　減損損失

 　　当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

地域  用途  種類  減損損失
 （千円）

首都圏他
販売業務

施設

建物、工具、

器具及び

備品

23,490

 その他  通信設備 電話加入権 4,247

 当社は、事業用資産については主として管理会計上の

区分により、また、遊休資産については個々の資産別に

グルーピングを行っております。

 その結果、一部の事業用資産については今後経常的な

損失が予想されるため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（27,737千円）として特別

損失に計上しております。その内訳は、建物12,764千円、

工具、器具及び備品10,725千円、その他無形固定資産

4,247千円であります。 

 なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを５％で割り引いて算定して

おります。 

－ 23 －



①　リース取引

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

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、器具及
び備品

340,687 287,162 53,525

ソフトウェア 61,836 35,046 26,789

合計 402,523 322,208 80,314

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、器具及
び備品

259,680 223,660 36,020

ソフトウェア 64,432 46,290 18,142

合計 324,113 269,950 54,162

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 59,311千円

１年超 80,605

合計 139,917

１年内    44,062千円

１年超 52,701

合計 96,763

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 60,727千円

減価償却費相当額 44,865

支払利息相当額 4,252

支払リース料     64,825千円

減価償却費相当額 43,619

支払利息相当額 4,311

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率

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 

 

 

　(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はございません。
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②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

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）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

子会社株式 － － － － － －

関連会社株式 65,300 1,423,540 1,358,240 － － －

合計 65,300 1,423,540 1,358,240 － － －
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③　税効果会計

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．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

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（流動） (千円)

未払事業税否認 41,932

貸倒引当金繰入超過額 79,689

その他 9,781

繰延税金資産（流動）計 131,403

繰延税金負債（流動）

仮払労働保険料 △12,644

繰延税金負債（流動）計 △12,644

繰延税金資産（流動）の純額 118,759

繰延税金資産（固定） (千円)

役員退職慰労引当金繰入超過額 99,302

退職給付引当金繰入超過額 31,296

減価償却超過額 4,214

出資金評価損 11,083

有価証券評価差額金 53,211

貸倒引当金繰入超過額 441,092

投資有価証券評価損 29,780

その他 2,743

繰延税金資産（固定）小計 672,725

評価性引当額 △119,770

繰延税金資産（固定）合計 552,955

繰延税金負債（固定）

その他 △1,408

繰延税金負債（固定）計 △1,408

繰延税金資産（固定）の純額 551,547

繰延税金資産（流動） (千円)

未払事業税否認  

貸倒引当金繰入超過額  

その他  

繰延税金資産（流動）計  

繰延税金負債（流動）

仮払労働保険料  

繰延税金負債（流動）計  

繰延税金資産（流動）の純額  

繰延税金資産（固定） (千円)

役員退職慰労引当金繰入超過額  

退職給付引当金繰入超過額  

減価償却超過額  

出資金評価損  

有価証券評価差額金  

貸倒引当金繰入超過額  

投資有価証券評価損  

その他  

繰延税金資産（固定）小計  

評価性引当額  

繰延税金資産（固定）合計  

繰延税金負債（固定）

その他  

繰延税金負債（固定）計  

繰延税金資産（固定）の純額  
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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）

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

との間の差異原因となった主な項目別の内訳

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

との間の差異原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.0

住民税均等割 2.1

評価性引当額 17.2

留保金課税による差異 6.5

追徴法人税等 2.1

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
68.9

法定実効税率 　　　　％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
 

住民税均等割  

評価性引当額  

留保金課税による差異  

追徴法人税等  

その他  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
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（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）

 

　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） 725 60 － 785

 　　    合計 725 60 － 785

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（１株当たり情報）

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 257円82銭

１株当たり当期純利益 11円95銭

１株当たり純資産額 218円71銭

１株当たり当期純損失 120円94銭

　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、ストックオプションとして付与された新株予約権等

に係るプレミアムが生じてい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、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）

当期純利益（△損失）（千円） 216,180 △2,189,895

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)(千円) (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（△損失）（千円） 216,180 △2,189,895

普通株式の期中平均株式数（株） 18,097,657 18,106,936

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２種類（旧商法第280条

ノ19第１項の規定に基づく新株引受

権（ストックオプション）695,000

株。

新株予約権２種類（旧商法第280条

ノ19第１項の規定に基づく新株引受

権（ストックオプション）　　 

522,000株。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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