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平成 18 年 ６ 月期   個別財務諸表の概要      平成 18 年 8月 15 日 

 
上 場 会 社 名        日本社宅サービス株式会社               上場取引所     東証マザーズ 

コ ー ド 番 号         8945                                        本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ  http://www.syataku.co.jp/） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名  笹 晃弘 

問合せ先責任者  役職名  取締役管理グループ長   氏名 池田 彰二     ＴＥＬ 03(5229)8700 

決算取締役会開催日 平成 18 年 8 月 15 日      配当支払開始予定日 平成 18 年 9 月 29 日 

定時株主総会開催日 平成 18 年 9 月 28 日       単元株制度採用の有無  無 

 

１． 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                             (記載金額は百万円未満切捨て表示) 

 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 

17 年６月期 

1,627    18.9 

1,368    41.5 

246     27.7 

192     42.9 

219     14.1 

192     44.3 

 

 

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 

17 年６月期 

115       2.8  

111      15.7  

3,986 42

13,769 11

3,921 38

―

12.0 

17.5  

9.0 

11.9  

13.5

14.0

(注) ①期中平均株式数 18 年６月期  28,867 株             17 年６月期 8,132 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１月 18 付けで１株を３株に分割しておりますが、1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株

当たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

 

(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６月期 

17 年６月期 

2,965     

1,932     

1,191    

719     

40.2  

37.2  

39,872  67  

82,353  60  

(注)  ①期末発行済株式数   18 年 6 月期   29,885 株 17 年 6 月期    8,735 株 

②期末自己株式数     18 年 6 月期    ―  株 17 年 6 月期     ―  株 

 

２．19 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) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 

通   期 

861 

2,001 

77

260

40

141

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 5,027 円 32 銭 

  

３．配当状況                             (記載金額は百万円未満切捨て表示) 

・現金配当 1 株当たり配当金（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６月期 0 00 1,290 00 1,290 00 11 9.4 1.6 

18 年６月期 0 00   500 00 500 00 14 12.5 1.3 

19 年６月期（予想） 0 00   500 00 500 00    

 

※上記の業績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き作成されたものであり、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。
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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６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30日） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  654,658 428,127 

２．売掛金  25,710 30,571 

３．営業立替金  1,116,823 1,295,490 

４．仕掛品  9,029 18,928 

５．貯蔵品  49 55 

６．前払費用  22,884 31,487 

７．繰延税金資産  10,693 8,334 

８．その他  1,120 1,713 

貸倒引当金  △1,142 △1,322 

流動資産合計  1,839,828 95.2 1,813,388 61.2 △26,439

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  15,138 51,383  

減価償却累計額  4,759 10,378 11,286 40,096 

２．工具器具備品  38,613 43,573  

減価償却累計額  13,705 24,907 22,657 20,916 

有形固定資産合計  35,285 1.8 61,012 2.1 25,727

(2）無形固定資産   

１．商標権  401 2,003 

２．ソフトウェア  16,042 11,908 

３．ソフトウェア仮勘定  － 27,772 

４．その他  614 614 

無形固定資産合計  17,058 0.9 42,299 1.4 25,241
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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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  14,663 208,327 

２．関係会社株式  － 799,192 

３．繰延税金資産  2,344 9,339 

４．敷金及び保証金  21,865 29,584 

５．その他  1,534 2,070 

投資その他の資産合計  40,407 2.1 1,048,514 35.3 1,008,107

固定資産合計  92,751 4.8 1,151,826 38.8 1,059,075

資産合計  1,932,579 100.0 2,965,215 100.0 1,032,635

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金  669,512 1,264,474 

２．未払金  117,658 112,396 

３．未払費用  7,210 8,638 

４．未払法人税等  91,003 53,696 

５．未払消費税等  18,573 14,653 

６．前受金  10,046 14,251 

７．営業預り金  257,791 255,909 

８．預り金  12,833 13,671 

９．前受収益  3,152 7,020 

10．賞与引当金  6,745 8,057 

11．役員賞与引当金  17,070 20,850 

流動負債合計  1,211,597 62.7 1,773,620 59.8 562,022

Ⅱ 固定負債   

１．預り敷金  1,623 － 

固定負債合計  1,623 0.1 － － △1,623

負債合計  1,213,220 62.8 1,773,620 59.8 560,399
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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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円） 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 448,500 23.2 － － △448,500

Ⅱ 資本剰余金   

1．資本準備金  123,250 －  

資本剰余金合計  123,250 6.4 － － △123,250

Ⅲ 利益剰余金   

1．当期未処分利益  144,411 －  

利益剰余金合計  144,411 7.5 － － △144,411

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 3,196 0.1 － － △3,196

資本合計  719,358 37.2 － － △719,358

負債・資本合計  1,932,579 100.0 － － △1,932,579

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  － 602,917 20.3 602,917

 ２．資本剰余金   

  (1)資本準備金  － 350,166  

   資本剰余金合計  － 350,166 11.8 350,166

 ３．利益剰余金   

  (1)その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金  － 248,218  

   利益剰余金合計  － 248,218 8.4 248,218

  株主資本合計  － 1,201,302 40.5 1,201,302

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差額金  － △9,707 △9,707

  評価・換算差額等合計  － △9,707 △0.3 △9,707

純資産合計  － 1,191,594 40.2 1,191,594

負債・純資産合計  － 2,965,215 100.0 2,965,215
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（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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額 
（千円） 

Ⅰ 売上高  1,368,949 100.0 1,627,284 100.0 258,335

Ⅱ 売上原価  889,008 64.9 1,004,997 61.8 115,989

売上総利益  479,940 35.1 622,286 38.2 142,345

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  61,590 79,620  

２．給料手当  53,397 64,065  

３．法定福利費  14,465 18,958  

４．賞与引当金繰入額  1,269 1,800  

５．役員賞与引当金繰入額  17,070 20,850  

６．外注人件費  － 22,034  

７．消耗品費  9,353 10,591  

８．支払報酬  30,711 19,883  

９．減価償却費  4,503 8,044  

10．地代家賃  9,299 18,462  

11．貸倒引当金繰入額  825 179  

12．その他  84,482 286,970 21.0 111,299 375,789 23.0 88,819

営業利益  192,970 14.1 246,497 15.2 53,526

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息及び配当金  54 180  

２．受取手数料  196 229  

３．その他  7 258 0.0 133 543 0.0 285

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  179 320  

２．新株発行費償却  498 7,017  

３．支払補償金  321 1,342  

４．株式公開費用  － 18,624  

５．その他  6 1,005 0.1 409 27,713 1.7 26,707

経常利益  192,223 14.0 219,327 13.5 27,103
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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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額 
（千円） 

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※１ 819 6,642  

２．リース解約損  479 1,299 0.1 － 6,642 0.4 5,343

税引前当期純利益  190,924 13.9 212,684 13.1 21,760

法人税、住民税及び事業
税 

 86,417 93,391  

法人税等調整額  △7,463 78,954 5.7 4,217 97,609 6.0 18,655

当期純利益  111,970 8.2 115,075 7.1 3,104

前期繰越利益  32,441 － △32,441

当期未処分利益  144,411 － △144,411
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売上原価明細書 

  
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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 労務費 ※２ 368,886 41.7 418,110 41.2  

Ⅱ 外注費  148,990 16.9 173,894 17.1  

Ⅲ 経費 ※３ 366,212 41.4 422,890 41.7  

  当期発生総原価  884,089 100.0 1,014,896 100.0 130,806 

  期首仕掛品たな卸高  13,948 9,029 △4,918 

      計  898,038 1,023,925 125,887 

  期末仕掛品たな卸高  9,029 18,928 9,898 

  売上原価  889,008 1,004,997 115,989 

  

 

(脚注) 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成16年７月１日 （自 平成17年７月１日 

    至 平成17年６月30日）     至 平成18年６月30日） 

 １ 原価計算の方法 

 プロジェクト別の個別原価計算による実際原価計算

を行っております。 

 

 １ 原価計算の方法 

同 左 

※２ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

給料手当 242,827 千円

賞与  51,180 千円

法定福利費 39,760 千円

賞与引当金繰入額  5,475 千円

※２ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

給料手当 268,015 千円

賞与  62,010 千円

法定福利費 46,276 千円

賞与引当金繰入額  6,256 千円

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。  

振込手数料 88,872 千円

営業手数料 56,839 千円

リース料 30,744 千円

地代家賃 33,575 千円

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。  

振込手数料 109,128千円

営業手数料 56,794 千円

サブリース費用 40,176 千円

地代家賃 38,903 千円
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（3）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28日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   144,411 

Ⅱ 利益処分額    

 １．配当金  11,268 11,268 

Ⅲ 次期繰越利益   133,143 

    

 

（4）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 
評価・換
金差額等

  資本剰余金 利益剰余金 

  
その他利
益剰余金

  

資本金 資本 
準備金 

資本剰余
金合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

純資産 
合計 

平成17年６月30日残
高（千円） 

448,500 123,250 123,250 144,411 144,411 716,161 3,196 719,358

事業年度中の変動額   

新株の発行 154,417 226,916 226,916 381,333 381,333

  剰余金の配当  △11,268 △11,268 △11,268 △11,268

  当期純利益  115,075 115,075 115,075 115,075

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

  △12,904 △12,904

事業年度中の変動額
合計（千円） 

154,417 226,916 226,916 103,807 103,807 485,140 △12,904 472,236

平成18年６月30日残
高（千円） 

602,917 350,166 350,166 248,218 248,218 1,201,302 △9,707 1,191,594
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（4）キャッシュ・フロー計算書 
   当期より連結財務諸表を作成しているため、当期については連結財務諸表に記載しております。 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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  190,924 

減価償却費  15,007 

繰延資産償却額  498 

貸倒引当金の増減額  825 

賞与引当金の増減額  △1,868 

役員賞与引当金の増減額  17,070 

受取利息及び受取配当金  △54 

支払利息  6,122 

固定資産除却損  819 

売上債権の増減額  △9,871 

営業立替金の増減額  △816,034 

たな卸資産の増減額  4,897 

その他流動資産の増減額  △4,287 

未払消費税等の増減額  9,021 

前受金の増減額  △4,012 

営業預り金の増減額  83,281 

その他流動負債の増減額  30,521 

その他  △2,319 

小計  △479,460 

利息及び配当金の受取額  54 

利息の支払額  △6,495 

法人税等の支払額  △531 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △486,432 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △24,198 

無形固定資産の取得による支出  △8,002 

投資有価証券の取得による支出  △441 

その他  △3,495 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △36,138 
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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）

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  263,703 

長期借入金の返済による支出  △6,280 

新株の発行による収入  43,501 

財務活動によるキャッシュ・フロー  300,925 

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減額  △221,646 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  876,304 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 654,658 
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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 

             

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用しております。 

(1)子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 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。 

 

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 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価法を採用

しております。 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基づく原価

法を採用しております。 

 

仕掛品 

同左 

 

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 15年 

  工具器具備品 5年～12年 

  また、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、支

出時に費用処理しております。 

(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）

に基づいております。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(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 
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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） 

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勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

当期に負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

(3) 役員賞与引当金 

    役員賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。 

(追加情報) 

役員賞与は「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取り扱い」（企業会計基準委員

会実務対応報告第13号 平成16年３月

９日）に基づき、当事業年度から発生時

に会計処理することとしております。こ

の結果、従来の方法と比較して、「営業

利益」、「経常利益」および「税引前当

期純利益」はそれぞれ17,070千円減少し

ております。 

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

            同左 

 

              

６．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 

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か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

 

              

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

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   
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（会計処理の変更） 

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） 

                 （固定資産の減損に係る会計処理） 

 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）が平成17年４月１日以降に適用されたこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

 なお、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。 

 従来の資本の部に相当する金額は1,191,594千円であ

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。 

 

 

（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） 

                 （損益計算書） 

 前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「外注人件費」は販売費及び一

般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記して

おります。 

 なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その他」

に含まれております「外注人件費」は3,688千円でありま

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） 

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

表示方法 

 実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表さ

れたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割4,592千円を販売

費及び一般管理費として処理しております。 

                 

 

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．授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数    普通株式  17,000株 

   発行済株式総数  普通株式   8,735株 

  

※１．             

  

２．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェアの開発委託契

約に関連し、ソフトウェアの開発委託先から平成16

年３月９日付けで151,147千円の損害賠償請求訴訟が

提起され、現在係争中であります。 

  当社はこれに対し、何ら根拠なきものとして請求棄却

を求めるとともに、開発委託先に対し、債務不履行に

よる損害賠償の支払いを求め、平成16年５月26日付け

で反訴を提起いたしました。 

 

２．        同左 

 

３．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3,196千

円であります。 

３．             

    

 

（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．固定資産除却損は、建物451千円、工具器具備品 

367千円であります。 

※１．固定資産除却損は、建物6,500千円、工具器具備品

141千円であります。 
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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 

   当事業年度末までに取得または保有している自己株式はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

（千円）

現金及び預金勘定            654,658  

現金及び現金同等物           654,658  
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（リース取引関係） 

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） 

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 92,315 54,140 38,174

ソフトウェア 85,205 73,844 11,360

合計 177,520 127,985 49,535

  

 

 
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 85,863 57,964 27,898

ソフトウェア 3,664 243 3,421

合計 89,528 58,207 31,320

  
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 29,768千円

１年超 21,882千円

合計 51,650千円
  

 
１年内 19,905千円

１年超 12,639千円

合計 32,545千円
  

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 37,879千円

減価償却費相当額 35,504千円

支払利息相当額 1,979千円
  

 
支払リース料 32,032千円

減価償却費相当額 29,997千円

支払利息相当額 1,144千円
  

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、残存価額を零とする定額

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 
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（有価証券関係） 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度の有価証券の注記（子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものを除く）については連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

 

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

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 1,772 7,163 5,390 

(2）債券  

① 国債・地方債等 - - - 

② 社債 - - - 

③ その他 - - - 

(3）その他 - - - 

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 1,772 7,163 5,390 

合計 1,772 7,163 5,390 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,500 

 

当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

     子会社株式のうち、時価のあるものはありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

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

 当社は、デリバティブ取引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表の注記事項として 

記載しております。 

 

 

（退職給付関係） 

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

 当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表の注記事項として 

記載しております。 
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（税効果会計関係） 

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. 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）  （繰延税金資産） 

 賞与引当金繰入限度超過額        2,744千円  賞与引当金繰入限度超過額        3,278千円 

  減価償却超過額              4,284   減価償却超過額              2,444 

 一括償却資産償却超過額                  332  一括償却資産償却超過額                  380 

 未払社会保険料否認                      777  未払社会保険料否認                      936 

 未払事業税                            8,295    未払事業税                            4,561 

  貸倒引当金                              464     貸倒引当金                              537 

  その他                               394   

 繰延税金資産合計                     17,294 

  その他有価証券評価差額金          6,660 

  その他                              1,026   

 （繰延税金負債）  繰延税金資産合計                     19,826 

 労働保険料               △2,062    （繰延税金負債） 

  その他有価証券評価差額金        △2,193    労働保険料               △2,152   

  繰延税金負債合計             △4,255       繰延税金負債合計             △2,152   

 繰延税金資産の純額             13,038     繰延税金資産の純額             17,674   

  

 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な項目別の内訳 

  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。 

  

 

 

 法定実効税率              40.6％ 

 （調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目   4.3％ 

 住民税均等割額              1.1％ 

 その他                 △0.1％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率   45.9％ 
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（持分法損益等） 

  

 前事業年度（自平成 16 年７月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当事業年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

  当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成 16 年７月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成 17 年７月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

  当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表の注記事項として 

記載しております。 
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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 82,353.60円 

１株当たり当期純利益金額 13,769.11円 

  

 

１株当たり純資産額 39,872.67円 

１株当たり当期純利益金額 3,986.42円 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額 

3,921.38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、新株予約権の残高はありますが、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。 

当社は、平成18年１月18日をもって普通株式１株を３

株に分割いたしました。 

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１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりでありま

す。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

27,451.20円 

１株当たり当期純利益金額 

4,589.52円 
 

  

 （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。 

 
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） 111,970 115,075 

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） 111,970 115,075 

期中平均株式数（株） 8,132 28,867 

普通株式増加数（株） － 478 

 （うち新株予約権） (－) (478) 

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 

新株予約権の目的となる株式

の数240株。 

平成17年９月28日定時株主総

会において決議された新株予約

権879個（普通株式879株） 
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（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） 

 当社は、平成17年８月１日に株式会社東京証券取引所

より上場承認を受け、平成17年９月２日に株式会社東京

証券取引所マザーズに株式上場いたしました。 

株式上場にあたり、平成17年８月１日開催の取締役会に

おいて新株式発行を決議し、平成17年９月１日に下記の

とおり払込が完了いたしました。 

                 

 ①発行新株式  普通株式    1,000株  

 ②募集方法   一般公募（ブックビルディング方式）  

 ③新株式発行後の発行済株式数  9,735株  

 ④発行価格   １株につき  400,000円  

 ⑤引受価額   １株につき  370,000円  

 ⑥発行価額   １株につき  297,500円  

 ⑦資本組入額  １株につき  148,750円  

 ⑧発行価額の総額      297,500千円  

 ⑨払込金額の総額      370,000千円  

 ⑩資本組入額の総額     148,750千円  

 ⑪資本準備金組入額     221,250千円  

 ⑫配当起算日  平成17年７月１日  

 ⑬資金使途  社宅管理システムの拡充・改変のため

の資金及び事務所の増床に伴う設備資

金に充当し、残額については社宅新サ

ービスに係る投資資金に充当する。 
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７．役員の異動（平成 18 年９月 28 日付） 

   来る９月 28 日開催予定の定時株主総会並びに総会終了後の取締役会に、下記の役員の異動を付議する予定です。 

 

(1)代表者及び代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

 

(2)新任監査役候補 

  監査役  藤原 哲   （現 藤原公認会計士事務所 公認会計士） 

 

(3)退任予定監査役 

  監査役  笹部 憲吾 

 

 

 


