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１．平成18年６月期の業績（平成17年７月１日～平成18年６月30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６月期 9,723 (△6.4) 740 (△47.5) 720 (△47.9)

17年６月期 10,387 (11.5) 1,409 (4.3) 1,384 (1.9)

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６月期 54 (△93.4) 877 06 843 21 1.0 10.5 7.4

17年６月期 819 (12.6) 14,337 09 13,599 34 19.5 23.4 13.3

（注）①期中平均株式数 18年６月期      61,577 株 17年６月期 57,144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
純資産
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年６月期 1,400 00 0 00 1,400 00 86 159.6 1.7

17年６月期 1,200 00 0 00 1,200 00 73 8.4 1.4

（注）18年６月期期末配当金の内訳　普通配当　1,400円

(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６月期 6,727 5,248 78.0 84,541 53

17年６月期 6,962 5,190 74.5 84,368 84

（注）①期末発行済株式数 18年６月期       62,060株 17年６月期 61,520株

②期末自己株式数 18年６月期 ―株 17年６月期 ―株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

　　決算短信（連結）の添付資料「３.経営成績及び財政状態」「(3) 次期の見通し及び業績予想に関する留意事項」に記

載のとおり、株式会社サイバードとの経営統合を予定しているため、中間期及び通期の業績予想につきましては差し

控えさせて頂いております。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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  ※１  2,789,214   2,822,154  32,939

２　受取手形   ―   43,722  43,722

３　売掛金   864,313   713,368  △150,945

４　有価証券   101,320   ―  △101,320

５　商品   297,292   285,141  △12,151

６　貯蔵品   54,973   38,593  △16,380

７　前渡金   6,226   6  △6,219

８　前払費用 ※３  26,605   33,993  7,388

９　繰延税金資産   61,326   89,341  28,014

10　関係会社短期貸付金   168,000   60,000  △108,000

11　その他   63,734   59,415  △4,318

12　貸倒引当金   △27,424   △20,202  7,222

流動資産合計   4,405,582 63.3  4,125,535 61.3 △280,046

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  73,392   73,223    

減価償却累計額  9,667 63,725  18,748 54,475  △9,249

(2）車両運搬具  8,169   8,169    

減価償却累計額  5,731 2,437  6,509 1,660  △777

(3）工具器具備品  171,499   196,983    

減価償却累計額  77,486 94,012  107,297 89,686  △4,326

有形固定資産合計   160,176 2.3  145,822 2.2 △14,353

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   343,076   318,277  △24,798

(2) ソフトウェア仮勘定   1,575   ―  △1,575

無形固定資産合計   344,651 4.9  318,277 4.7 △26,373
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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）

３　投資その他の資産         

(1） 投資有価証券   874,970   1,197,523  322,552

(2） 関係会社株式   316,500   339,349  22,849

(3） 関係会社長期貸付
金

  744,000   662,500  △81,500

(4） 長期前払費用   3,500   2,300  △1,200

(5） 敷金保証金   152,081   115,836  △36,245

(6） 繰延税金資産   30,017   175,836  145,840

(7） 破産更正債権等   ―   8,467  8,467

 (8） 貸倒引当金   △68,632   △363,523  △294,891

投資その他の資産合計   2,052,437 29.5  2,138,310 31.8 85,873

固定資産合計   2,557,264 36.7  2,602,411 38.7 45,146

資産合計   6,962,847 100.0  6,727,947 100.0 △234,900

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※３  356,786   409,895  53,109

２　未払金   987,369   592,821  △394,548

３　未払費用   41,306   49,090  7,784

４　未払法人税等   230,735   213,339  △17,396

５　未払消費税等   13,042   18,441  5,399

６　賞与引当金   27,870   71,730  43,860

７　販売促進引当金   69,500   55,600  △13,900

８　補償損失引当金   ―   23,137  23,137

９　その他   23,254   19,170  △4,083

流動負債合計   1,749,864 25.2  1,453,226 21.6 △296,638
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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　退職給付引当金   22,612   25,784  3,171

固定負債合計   22,612 0.3  25,784 0.4 3,171

負債合計   1,772,476 25.5  1,479,010 22.0 △293,466

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,176,259 16.9  ― ― △1,176,259

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   1,356,961   ―   

資本剰余金合計   1,356,961 19.5  ― ― △1,356,961

Ⅲ　利益剰余金         

１　任意積立金         

(1）特別償却準備金  20,635   ―    

(2）別途積立金  1,800,000   ―    

２　当期未処分利益  832,385   ―    

利益剰余金合計   2,653,021 38.1  ― ― △2,653,021

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  4,128 0.0  ― ― △4,128

資本合計   5,190,370 74.5  ― ― △5,190,370

負債資本合計   6,962,847 100.0  ― ― △6,962,847
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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）

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　１.　資本金   ― ―  1,194,159 17.8 1,194,159

　２.　資本剰余金         

（1）資本準備金   ―   1,374,861   

資本剰余金合計   ― ―  1,374,861 20.4 1,374,961

　３.　利益剰余金         

（1）その他利益剰余金         

特別償却準備金  ―   16,437    

別途積立金  ―   2,550,000    

繰越利益剰余金  ―   66,766    

利益剰余金合計   ― ―  2,633,204 39.1 2,633,204

株主資本合計   ― ―  5,202,225 77.3 5,202,225

Ⅱ　評価・換算差額等         

　１.　その他有価証券評価
差額金

  ―   44,422  44,422

　　評価・換算差額等合計   ― ―  44,422 0.7 44,422

Ⅲ　新株予約権   ― ―  2,289 0.0 2,289

純資産合計   ― ―  5,248,936 78.0 5,248,936

負債純資産合計   ― ―  6,727,947 100.0 6,727,947

－ 5 －



(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   10,387,623 100.0  9,723,199 100.0 △664,423

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  260,606   297,292    

２　当期商品仕入高  2,071,781   3,032,642    

合計  2,332,388   3,329,934    

３　商品期末たな卸高  297,292 2,035,096 19.6 285,141 3,044,793 31.3 1,009,697

売上総利益   8,352,526 80.4  6,678,405 68.7 △1,674,121

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　広告宣伝費  3,051,739   1,921,923    

２　発送配達費  667,557   478,624    

３　販売促進費  1,042,359   987,606    

４　販売促進引当金繰入額  69,500   55,600    

５　業務委託費  525,261   544,583    

６　貸倒引当金繰入額  35,468   10,388    

７　役員報酬  138,544   144,095    

８　給与手当  558,764   788,655    

９　賞与引当金繰入額  27,870   71,730    

10　退職給付費用  5,104   9,839    

11　減価償却費  94,365   141,978    

12　通信費  64,441   70,849    

13　その他  661,756 6,942,733 66.8 712,473 5,938,348 61.1 △1,004,384

営業利益   1,409,793 13.6  740,057 7.6 △669,736

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  ※１ 13,183   16,630    

２　有価証券利息  4,299   5,914    

３　検品再生協力金  4,551   13,948    

４　その他  1,079 23,113 0.2 1,061 37,554 0.4 14,440
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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）

Ⅴ　営業外費用         

１　貸倒引当金繰入額  17,638   ―    

２　コミットメントライン
費用

 18,673   17,880    

３　新株発行費償却  11,710   966    

４　出資金運用損  ―   11,422    

５　補償損失引当繰入  ―   23,137    

６　たな卸資産評価損  ―   3,442    

７　その他  239 48,262 0.5 1 56,851 0.6 8,589

経常利益   1,384,645 13.3  720,760 7.4 △663,884

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 1,267   ―    

２　貸倒引当金戻入益  ―   53,024    

３　投資有価証券売却益  ― 1,267 0.0 8,017 61,042 0.6 59,774

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ 42,711   5,352    

２　たな卸資産廃棄損　  15,220   ―    

３　関係会社株式評価損  ―   9,499    

４　抱合株式評価損  ―   65,380    

５　投資有価証券評価損  ―   138,327    

６　移転費用  ―   12,267    

７　たな卸資産評価損  ―   16,781    

８　関係会社整理損  8,212   ―    

９　経営統合関連費用  ―   37,159    

10　貸倒引当金繰入額  ― 66,144 0.6 345,272 630,041 6.5 563,896

税引前当期純利益   1,319,767 12.7  151,761 1.5 △1,168,006

法人税、住民税及び事
業税

 499,785   255,751    

法人税等調整額  703 500,489 4.8 △157,996 97,754 1.0 △402,734

当期純利益   819,278 7.9  54,006 0.6 △765,271

前期繰越利益   13,106   ―   

当期未処分利益   832,385   ―   
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(3) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成17年７月１日　至 平成18年６月30日）

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

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
1,176,259 1,356,961 1,356,961 20,635 1,800,000 832,385 2,653,021 5,186,242

事業年度中の変動額

新株の発行 17,899 17,899 17,899 ― ― ― ― 35,799

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △73,824 △73,824 △73,824

特別償却準備金取崩 ― ― ― △8,395 ― 8,395 ― ―

別途積立金の積立 ― ― ― ― 750,000 △750,000 ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― 54,006 54,006 54,006

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

（千円）
17,899 17,899 17,899 △8,395 750,000 △761,421 △19,817 15,982

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,194,159 1,374,861 1,374,861 12,240 2,550,000 70,873 2,633,204 5,202,225

評価・換算差額等

新株予約権 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６月30日　残高

（千円）
4,128,236 4,128,236 ― 5,190,370

事業年度中の変動額

新株の発行 ― ― ― 35,799

剰余金の配当 ― ― ― △73,824

特別償却準備金取崩 ― ― ― ―

別途積立金の積立 ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― 54,006

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
40,293 40,293 2,289 42,583

事業年度中の変動額合計

（千円）
40,293 40,293 2,289 58,565

平成18年６月30日　残高

（千円）
44,422 44,422 2,289 5,248,936
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(4）利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年９月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   832,385

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１　特別償却準備金取崩額  4,197 4,197

合計   836,583

Ⅲ　利益処分額    

１　配当金  73,824  

２　役員賞与金  ―  

（うち監査役賞与金）  ―  

３　任意積立金    

(1）特別償却準備金  ―  

(2）別途積立金  750,000 823,824

Ⅳ　次期繰越利益   12,759
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重要な会計方針

項目 前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

　決算期末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　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　総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

(2）貯蔵品

      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

　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。

　主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

(1）有形固定資産

      同左

　

　

 建物　　　　　　　　　　３～18年  

 車両運搬具　　　　　　　　　６年  

 工具器具備品　　　　　　３～８年  

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用）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

　定額法

(3）長期前払費用

      同左

４　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

新株発行費

      同左

５　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）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

      同左
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項目 前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ______________________ (3）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えて、

役員賞与支給見込額のうち当連結会計

年度負担額を計上しております。

 (4）販売促進引当金

販売促進を目的とするポイント制度に

基づき、顧客に付与したポイントの利

用に備えるため、過去実績率に基づき

将来利用されると見込まれる額を計上

しております。

(4）販売促進引当金

      同左

 (5）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に基づき計上

しております。

(5）退職給付引当金

      同左

  ______________________ (6）補償損失引当金

資材等の発注済残高に対する使用不能

分について、補償による損失見込額を

計上しております。 

６　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。

(1）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７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

______________________ （役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「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）を適用しており

ます。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。

______________________ （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。これによる税引前当期純利益に与える影響は

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等）

　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52億46百万円でありま

す。

　なお、財務諸表規則の改正による、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

務諸表規則により作成しております。

 ______________________ （ストック・オプション等に関する会計基準等）

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27

日）を適用しております。これにより、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が２百万円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有

価証券とみなすこととされたことに伴い、前事業年度ま

で投資その他の資産の「出資金」に含めていた投資事業

組合への出資金を、当事業年度より「投資有価証券」に

計上しております。この変更により「投資有価証券」は

10百万円増加し、投資その他の資産の「出資金」は同額

減少しております。

 

 

 

______________________

　追加情報

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 （貸倒引当金）

従来、貸倒引当金繰入額のうち、営業外債権に係る

　貸倒引当金繰入額については、重要性が低かったた

め、販売費及び一般管理費に含めて表示しておりまし

たが、当事業年度より重要性が増したため、営業外費

用にて表示することといたしました。

「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日以降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

人事業税のうち付加価値割及び資本割部分については

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8,585千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

8,585千円減少しております。

 

 ______________________

 

 

 

 

 

 ______________________

 

 

 

 

 

 

  

 

  ______________________

 （賞与引当金）

当事業年度において賃金規程を改定し、従来、４月

から９月及び10月から３月までの支給期間を７月から

６月までの支給期間に変更いたしました。当該変更に

伴い、従来の支給期間によった場合と比較し、賞与引

当金が35百万円増加しておりますが、この変更に伴う

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響はありません。

 

   ______________________

（退職給付引当金）

当事業年度より人事制度を変更したことに伴い、退

職給付引当金について、基本給与の倍数計算による自

己都合要支給額を基礎とする方法から、ポイントの積

み上げによる要支給額を基礎とする方法に基づき算定

する方法に変更いたしました。この結果、前事業年度

と比べ営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は６

百万円それぞれ減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

※１　下記の資産は、営業保証金の代用等として質権の設

定を行っております。

現金及び預金（定期預金） 400千円

※１　下記の資産は、営業保証金の代用等として質権の設

定を行っております。

現金及び預金（定期預金） 400千円

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※２　　　　　　______________________

会社が発行する株式総数　普通株式 220,000株

発行済株式総数　　　　　普通株式 61,520株

※３　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。

買掛金 201,871千円

※３　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。

買掛金  130,774千円

前払費用  2,337千円

　４　配当制限

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4,128千円であり

ます。

　４　　　　　　______________________

 

　５　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締

結しております。これら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントライン契約の総額

借入実行残高

2,000,000千円 

 

―　千円

差引額 2,000,000千円 

 

　５　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と

当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締

結しております。これら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントライン契約の総額

借入実行残高

    3,000,000千円 

 

―　千円

差引額     3,000,000千円 

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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。

関係会社からの受取利息 11,751千円

※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。

関係会社からの受取利息   14,872千円

※２　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 1,267千円

※２　　　　　　______________________

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

工具器具備品 3,017千円

ソフトウェア 39,694千円

建物      3,709千円

工具器具備品  1,585千円

ソフトウェア       57千円
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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７月１日　至　平成18年６月30日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 　　該当事項はありません。

①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　リース取引を利用しておりませんので、該当事項はあり

ません。

同左

②　有価証券

前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）及び当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平

成18年６月30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
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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） 繰延税金資産（流動）

賞与引当金限度超過額 11,270千円

未払事業税損金不算入 21,589千円

販売促進引当金損金不算入 28,105千円

その他 6,013千円

繰延税金資産（流動）合計 66,979千円

賞与引当金限度超過額     29,007千円

未払事業税損金不算入     17,035千円

販売促進引当金損金不算入     22,484千円

たな卸資産評価損 6,786千円

特別償却準備金 9,356千円

その他    7,520千円

繰延税金資産（流動）合計     92,191千円

繰延税金負債（流動） 繰延税金負債（流動）

その他 5,653千円

繰延税金負債（流動）合計 5,653千円

繰延税金資産（流動）の純額 61,326千円

その他      2,850千円

繰延税金負債（流動）合計     2,850千円

繰延税金資産（流動）の純額     89,341千円

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）

退職給付引当金限度超過額 9,114千円

貸倒引当金超過額 27,754千円

その他 1,459千円

繰延税金資産（固定）合計 38,328千円

退職給付引当金限度超過額    10,427千円

貸倒引当金超過額 144,067千円

投資有価証券評価損     55,939千円

その他 1,045千円

繰延税金資産（固定）合計    211,480千円

繰延税金負債（固定） 繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 8,310千円

繰延税金負債（固定）合計 8,310千円

繰延税金資産（固定）の純額 30,017千円

特別償却準備金      5,460千円

投資有価証券評価差額    30,161千円

繰延税金負債（固定）合計 　35,622千円

繰延税金資産（固定）の純額    175,858千円

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 40.4

 （調整）  

 交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.5

 住民税均等割等 0.3

 IT投資促進税制による税額控除 △3.6

 その他 0.3

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率
37.9

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
5.1

 住民税均等割等 3.2

 IT投資促進税制による税額控除 △5.4

 子会社の合併による抱合株式消

却損否認等
18.6

 その他 2.5

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率
64.4
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 84,368.84円

１株当たり当期純利益 14,337.09円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 13,599.34円

１株当たり純資産額    84,541.53円

１株当たり当期純利益 877.06円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       843.21円

　当社は、平成16年８月20日付で株式１株につき３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１株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりになります。

（前事業年度）  

１株当たり純資産額 57,110.56円

１株当たり当期純利益 15,647.47円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 14,534.10円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当期純利益（千円） 819,278 54,006

普通株主に帰属しない金額の内訳（千円）   

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） 819,278 54,006

普通株式の期中平均株式数（株） 57,144 61,577

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳
  

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
  

新株予約権（株） 3,100 2,472

普通株式増加数（株） 3,100 2,472

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

1,750株）

新株予約権２種類（新株予約権の数

1,463株）

－ 17 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　平成17年５月13日開催の取締役会に基づき、平成17年

７月１日付で連結子会社である有限会社ジモス酒蔵

（100％出資）を簡易合併制度に基づき吸収合併いたし

ました。

（1）合併の目的

当社100％子会社の有限会社ジモス酒蔵の経営資源を

当社に統合し、当社グループ全体の効率化を図るため

であります。

（2）合併期日

平成17年７月１日

（3）合併の形式

当社を存続会社とし有限会社ジモス酒蔵を消滅会社

とする吸収合併とし、合併による新株の発行及び資本

金の増加は行いません。

（4）財産の引継

合併期日において有限会社ジモス酒蔵の資産・負債

及び権利義務の一切を引き継ぎました。なお、有限会

社ジモス酒蔵の平成17年６月30日現在の財政状態は次

のとおりであります。

資産合計　　　　　　　　　　　　　 463,293千円

負債合計　　　　　　　　           431,673千円

資本合計　　　　　　　　　　        31,619千円

 

２　当社は、平成17年８月12日開催の取締役会において、

アイ・キャピタル証券株式会社との共同出資による投資

事業組合の設立を決議いたしました。

 （1）目的

当社とシナジーを発揮する企業の発掘、選定、調査等

の効率化を図るため。

 （2）名称

ＪＤＭ投資事業組合

 （3）設立年月日

 平成17年８月24日

 （4）出資金

 31,000千円

 （5）出資構成

 当社　　　　　　　　　　　　　　　　30,000千円

 アイ・キャピタル証券株式会社　　　　 1,000千円

 （6）投資先

 株式会社ナチュラルアート

 

 

 　　　　　　　　______________________
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ３　平成16年９月29日開催の当社第６回定時株主総会で決

議した商法第280条の20及び商法第280条の21の規定に基

づくストック・オプションとしての新株予約権の発行に

ついて、平成17年８月31日開催の取締役会において具体

的な内容を決議し、下記のとおり発行いたしました。

  （1）発行した新株予約権

 　　　1,250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　1,250株

  （3）新株予約権の発行価額

 　　　無償

  （4）権利行使時の１株当たり払込金額

 　　　１株につき435,385円

  （5）権利行使期間

 　　　平成18年10月１日から平成23年９月30日

  （6）新株予約権の割当てを受けた者及び数

 　　　当社及び当社子会社の取締役及び従業員　合計28名

 

 　　　　　　　　______________________
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６．役員の異動

 

決まり次第速やかにお知らせ致します。 
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