
 
 

平成 18 年 5 月期   個別財務諸表の概要         平成18年8月25日 

上 場 会 社 名 株式会社アルク                     上場取引所   ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 2496                          本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.alc.co.jp ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 平本 照麿 

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長   氏名 影山 哲也               ＴＥＬ（03）3323－1276    

決算取締役会開催日 平成１８年 ７月１３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 

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円   ％

6,529    （△3.8） 

6,784     （△2.1） 

百万円   ％

395      (△19.9) 

494      (△35.5) 

百万円   ％

355      (△23.4）

464       (△39.0）

 

 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

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円   ％ 

200     （  73.5） 

115     （△69.6） 

円  銭

 2,109  08

 1,199  33

円  銭

   －   －

   －  －  

％

     46.0 

     30.6 

％ 

      7.2 

      9.4 

％

      6.8 

      5.4 

(注)①期中平均株式数      18年5月期  95,000株     17年5月期  96,270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

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円 

           4,938 

           4,892 

百万円

             535 

             335 

％ 

         10.9 

          6.9 

円   銭

  5,639      21 

  3,530      14 

(注)①期末発行済株式数   18年5月期  100,000株   17年5月期  100,000株 

②期末自己株式数    18年5月期    5,000株   17年5月期    5,000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 

通 期 

   3,155 

   6,728 

65 

402 

38 

229 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)2,154円62銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 1株あたり配当金（円） 

 第1四半期 中間期末 第3四半期末 期末 その他 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     －   －   －  －  －  －   －  －  － 

18年5月期     －   －   －  －  －  －   －  －  － 

19年5月期(予想)   －   －   －  300  －  300  

※ 上記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したものであります。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結果となる可能性があります。 
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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  409,423  200,463 

２ 受取手形  2,350  3,230 

３ 売掛金 ※1 1,373,107  1,551,188 

４ 商品  25,155  6,847 

５ 製品  676,567  571,756 

６ 仕掛品  146,684  202,588 

７ 貯蔵品  54,283  81,206 

８ 前払費用  29,027  25,361 

９ 繰延税金資産  74,592  61,418 

10 未収入金  65,297  － 

11 その他 ※1 18,628  26,067 

 貸倒引当金  △31,182  △27,357 

流動資産合計  2,843,935 58.1  2,702,770 54.7 △141,164

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(１) 建物 ※2 232,756 251,613  

減価償却累計額  18,046 214,709 28,039 223,574 

(２) 構築物 ※2 1,948 4,996  

減価償却累計額  630 1,318 905 4,090 

(３) 車両運搬具  7,412 7,292  

減価償却累計額  6,972 440 6,893 399 

(４) 工具器具及び備品  271,290 400,645  

減価償却累計額  226,554 44,735 237,368 163,277 

(５) 土地 ※2 496,450  496,450 

(６) 建設仮勘定  104,632  1,516 

有形固定資産合計  862,286 17.6  889,307 18.0 27,020

２ 無形固定資産    

(１) 商標権  159,403  140,089 

(２) ソフトウェア  207,304  720,285 

(３) ソフトウェア仮勘定   394,075  60,152 

(４) 電話加入権  12,369  12,369 

無形固定資産合計  773,153 15.8  932,897 18.9 159,744
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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）

   

３ 投資その他の資産   

(１) 投資有価証券  6,000 6,000 

(２) 関係会社株式  214,200 241,200 

(３) 出資金  2,300 2,300 

(４) 従業員長期貸付金  650 900 

(５) 長期前払費用  4,180 2,229 

(６) 保険積立金  85,295 85,296 

(７) 差入保証金  69,624 69,624 

(８) 繰延税金資産  29,882 2,887 

(９) その他  1,191 1,191 

投資その他の資産合計  413,324 8.5 411,627 8.3 △1,696

固定資産合計  2,048,764 41.9 2,233,833 45.2 185,068

Ⅲ 繰延資産   

（１）社債発行差金  － 2,250 

       繰延資産合計  － － 2,250 0.1 2,250

資産合計  4,892,700 100.0 4,938,853 100.0 46,153
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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）

   

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※1 282,456 48,043 

２ 買掛金 ※1 354,082 332,786 

３ 短期借入金  ※2 70,000 368,335 

４ 一年以内返済予定の 
    長期借入金 

 ※2 625,620 691,380 

５ 未払金 ※1 392,326 351,529 

６ 未払費用  86,738 78,132 

７ 未払法人税等  1,404 77,725 

８ 未払消費税等  11,089 － 

９ 前受金   1,033,688 833,522 

10 預り金  41,646 34,622 

11 賞与引当金  136,897 82,134 

12 返品調整引当金  100,200 131,260 

  13  その他  402 253 

流動負債合計  3,136,553 64.1 3,029,724 61.3 △106,829

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  600,000 800,000 

２ 長期借入金  ※2 770,180 523,520 

３ 退職給付引当金  50,603 49,884 

固定負債合計  1,420,783 29.0 1,373,404 27.8 △47,379

負債合計  4,557,337 93.1 4,403,128 89.1 △154,208

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※3 40,000 0.8 － － △40,000

Ⅱ 利益剰余金   

   １ 任意積立金   

    特別償却準備金  19,822 －  

２ 当期未処分利益  475,540 －  

利益剰余金合計  495,363 10.2 － － △495,363

Ⅲ 自己株式 ※4 △200,000 △4.1 － －       200,000

資本合計  335,363 6.9 － － △335,363

負債資本合計  4,892,700 100.0 － － △4,892,700
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前事業年度 

（平成17年5月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年5月31日現在） 
対前年比 

科     目 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 ※3 － 40,000 0.8       40,000

 ２ 利益剰余金  －       695,725

 （１）その他利益剰余金   

     特別償却準備金  － 68,164   68,164

     繰越利益剰余金  － 627,560 695,725 14.1 695,725

 ３ 自己株式 ※4 － △200,000 △4.0    △200,000

         株主資本合計  － 535,725 10.9      535,725

         純資産合計  － 535,725 10.9      535,725

       負債純資産合計  － 4,938,853 100.0    4,938,853

    

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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  商品売上高  65,249 47,285  

 ２  製品売上高  6,719,430 6,784,680 100.0 6,482,581 6,529,866 100.0 △254,814

Ⅱ 売上原価 ※2   

 １ 商品期首たな卸高  51,686 25,155  

 ２ 製品期首たな卸高  568,936 676,567  

 ３ 当期商品仕入高  53,997 65,660  

 ４ 当期製品製造原価  2,887,935 2,853,550  

合計  3,562,555 3,620,934  

 ５ 商品期末たな卸高  25,155 6,847  

 ６ 製品期末たな卸高  676,567 2,860,832 42.2 571,756 3,042,330 46.6 181,497

売上総利益  3,923,848 57.8  3,487,536 53.4 △436,311

   返品調整引当金戻入額  78,800 1.2  100,200 1.5 21,400

   返品調整引当金繰入額  100,200 1.5  131,260 2.0 31,060

差引売上総利益  3,902,448 57.5  3,456,476 52.9 △445,971

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3 3,408,121 50.2  3,060,649 46.8 △347,472

営業利益  494,326 7.3  395,827 6.1 △98,499

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※1 5,711 83  

２  受取配当金  115 10  

３ 受取手数料 ※1 8,400 2,400  

４ 為替差益  652 －  

５  その他  4,162 19,041 0.3 7,301 9,794 0.1 △9,247

Ⅴ 営業外費用    

１  支払利息  32,465 30,506  

２  社債利息  5,823 8,740  

３ 社債発行費  5,800 4,400  

４ 社債発行差金償却  － 750  

５  為替差損  － 365  

６ その他  4,906 48,995 0.8 5,262 50,024 0.8 1,029

経常利益  464,373 6.8  355,596 5.4 △108,776

 Ⅵ 特別利益    

   前期損益修正益 ※4 － － － 3,861 3,861 0.1 3,861

Ⅶ 特別損失    

１  固定資産除売却損 ※5 89,165 7,976  

２ 過年度給与手当等  19,189 －  

 ３  商品製品廃棄損  153,620 261,974 3.8 － 7,976 0.1 △253,998

税引前当期純利益  202,398 3.0  351,482 5.4 149,083

法人税、住民税及び事業税  67,350 110,950  

  法人税等調整額  19,587 86,938 1.3 40,169 151,120 2.3 64,181

当期純利益  115,460 1.7  200,362 3.1 84,901

  前期繰越利益  360,079  － △360,079

当期未処分利益  475,540  － △475,540
    

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年6月 1日 
  至 平成17年5月31日） 

当業年度 
（自 平成17年6月 1日 

  至 平成18年5月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%)

   

Ⅰ 材料費  214,485 7.0 216,320 7.2

Ⅱ 労務費 ※1 768,928 24.9 734,249 24.6

Ⅲ 外注費 ※2 1,377,233 44.6 1,322,258 44.3

Ⅳ 経費 ※3 726,238 23.5 712,058 23.9

当期総製造費用  3,086,885 100.0 2,984,886 100.0

期首仕掛品たな卸高  109,449 146,684 

合 計  3,196,335 3,131,571 

期末仕掛品たな卸高  146,684 202,588 

他勘定振替高 ※4 161,715 75,432 

当期製品製造原価  2,887,935 2,853,550 

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

(脚注) 

   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） 

原価計算の方法は実際原価による個別原価計算制度を

採用しております。 

 

※１ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

   給与手当     603,464千円 

   賞与引当金繰入額  66,577千円 

   退職給付費用    11,933千円 

※２ 外注費の主な内訳は次のとおりであります。 

   制作費      537,428千円 

   印刷費      478,996千円 

      原稿料      356,532千円 

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    業務委託料    206,815千円 

       支払手数料    129,800千円 

       印税       121,347千円 

       減価償却費     48,274千円 

       地代家賃      32,815千円 

※４ 他勘定振替高の内訳は、商品製品廃棄損153,620 

千円および販売促進用のための商品製品使用分 

8,095千円であります。 

 

原価計算の方法は実際原価による個別原価計算制度を

採用しております。 

 

※１ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

   給与手当     591,430千円 

   賞与引当金繰入額  39,891千円 

   退職給付費用    11,408千円 

※２ 外注費の主な内訳は次のとおりであります。 

   制作費      565,882千円 

   印刷費      437,504千円 

      原稿料      311,266千円 

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    業務委託料    176,249千円 

       支払手数料    176,884千円 

       印税       118,050千円 

       減価償却費     49,811千円 

       地代家賃      32,622千円 

※４ 他勘定振替高の内訳は、未完成ソフトウェア

31,800千円および販売促進用のための商品製品使

用分43,632千円であります。 
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③利益処分案及び株主資本等変動計算書 

 利益処分計算書   

      

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
  平成17年8月26日） 

区  分 注記番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  475,540

Ⅱ 任意積立金取崩額  

   特別償却準備金取崩額  3,986 3,986

     合計  479,526

Ⅲ 利益処分額  

任意積立金  

特別償却準備金  23,659 23,659

 
455,866

 
Ⅳ 次期繰越利益   

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

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） 

 

株主資本 

利益剰余金  
資本金 特別償却 

準備金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 
純資産合計

平成17年5月31日残高（千円）       40,000 19,822 475,540 △200,000 335,363 335,363

事業年度中の変動額   

特別償却準備金の取崩し 
（前事業年度利益処分） 

△3,986 3,986  － －

特別償却準備金の積立 
（前事業年度利益処分） 

23,659 △23,659  － －

特別償却準備金の取崩し △8,770 8,770  － －

特別償却準備金の積立 37,439 △37,439  － －

当期純利益 200,362  200,362 200,362

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ 48,342 152,020 － 200,362 200,362

平成18年5月31日残高（千円）       40,000 68,164 627,560 △200,000 535,725 535,725

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 有価証券の評価基準 

および評価方法 

①子会社株式 

 移動平均法による原価法 

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

により算定しております。ただし、時

価ヘッジしているものについては評価

差額を損益に計上しております。） 

 時価のないもの 

  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 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平均

法により算定しております。ただし、

時価ヘッジしているものについては評

価差額を損益に計上しております。）

時価のないもの 

同左 

 

２ たな卸資産の評価基準 

および評価方法 

①商品 

総平均法による原価法 

②製品 

総平均法による原価法 

なお、製品のうち書籍について

は、法人税法の規定に基づく単行

本在庫調整勘定の限度相当額を評

価損として計上し、貸借対照表上

は製品から直接控除して表示して

おります。 

③仕掛品 

個別法による原価法 

④貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

 

①商品 

同左 

②製品 

同左 

 

 

 

 

 

 

③仕掛品 

同左 

④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。ただ 

し、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、耐用年数および残存価額に 

ついては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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）に基づいております。 

③長期前払費用 

定額法を採用しております。 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

③長期前払費用 

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） 

４ 繰延資産の処理方法 

 

 

社債発行費 

 支払時に全額費用処理しておりま 

す。 

 

①社債発行費 

     同左 

 

②社債発行差金 

 社債の償還期間にわたり均等に償 

却しております。 

５ 外貨建の資産および負債 

の本邦通貨への換算基準 

 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

 

６  引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に 

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。 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支 

出に充てるため、将来の支給見込額 

のうち当期の負担額を計上しており 

ます。 

③返品調整引当金 

製品（出版物）の返品による損失 

に備えるため、期末の売掛債権を基 

礎として返品見込額の売買利益相当 

額を計上しております。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

 

 

③返品調整引当金 

同左 

 

 

 

④退職給付引当金 

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 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 

消費税および地方消費税の会計処理 

は税抜き方式を採用しております。 

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））および

「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。 

 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

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）および「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535,725

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） 

「未収入金」（前事業年度は2,910千円）は、前事業

年度において流動資産の「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総資産額の百分の一を

超えたため区分掲記しております。 

また、前事業年度まで区分掲記しておりました「短期貸

付金」（当事業年度は955千円）は、総資産額の百分の

一以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することとしました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（貸借対照表） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当事業年度8,687千円）は、総資産額の百分の一以下

となったため、流動資産の「その他」に含めて表示する

こととしました。 
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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 関係会社に対する資産および負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて

いるものは、次のとおりであります。 

売掛金            177,393千円 

   その他の流動資産            14,593千円 

   支払手形           240,647千円 

   買掛金              1,550千円 

       未払金             77,735千円 

※１ 関係会社に対する資産および負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて 

いるものは、次のとおりであります。 

売掛金            204,022千円 

その他の流動資産               904千円 

買掛金                538千円 

未払金             37,089千円 

 

※２ 担保資産 

  （1）担保に供している資産 

    建物                188,010千円 

    構築物                 1,318千円 

         土地                   490,000千円    

       計                   679,328千円 

    （2）上記に対する債務 

        一年内返済予定      267,900千円 

        の長期借入金     

        長期借入金        285,900千円 

           計                  553,800千円 

 

※２ 担保資産 

    （1）担保に供している資産 

       建物                    198,061千円 

       構築物                     4,090千円 

       土地                       490,000千円

         計                       692,152千円 

    （2）上記に対する債務 

       短期借入金                 100,000千円 

       一年以内返済予定           318,300千円 

       の長期借入金 

       長期借入金              329,000千円

           計              747,300千円 

※３ 授権株式数および発行済株式総数 

    授権株式数    普通株式  500,000株 

    発行済株式総数  普通株式  100,000株 

※３ 授権株式数および発行済株式総数 

    授権株式数    普通株式  400,000株 

    発行済株式総数  普通株式  100,000株 

※４ 自己株式の保有数 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,000 

   株であります。 

※４ 自己株式の保有数 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,000株

であります。  
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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 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

   受取利息             2,166千円 

   受取手数料            2,400千円 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

 次のとおりであります。 

受取手数料            2,400千円 

 

※２ 当社の製品のうち出版事業の製品期末たな卸高に

対し法人税法の規定による単行本在庫調整勘定の繰

入限度額の洗替えによる評価減をおこない売上原価

に算入しております。 

   当期繰入額          191,040千円 

   当期戻入額          193,510千円 

    差引            △ 2,470千円 

※２ 当社の製品のうち出版事業の製品期末たな卸高に

対し法人税法の規定による単行本在庫調整勘定の繰

入限度額の洗替えによる評価減をおこない売上原価

に算入しております。 

   当期繰入額            187,030千円 

   当期戻入額            191,040千円 

    差引               △4,010千円 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は77％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は23％であ

ります。 

主要な費目および金額は次のとおりであります。

   広告宣伝費          925,551千円 

   販売手数料          323,667千円 

   発送運賃           710,370千円 

   給与手当           638,476千円 

   貸倒引当金繰入額        27,727千円 

   賞与引当金繰入額        70,320千円 

   退職給付費用          15,680千円 

   減価償却費           53,086千円 

※３ 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。 

主要な費目および金額は次のとおりであります。

   広告宣伝費           857,543千円 

   販売手数料             355,116千円 

   発送運賃              543,953千円 

   給与手当             578,403千円 

   貸倒引当金繰入額          9,886千円 

   賞与引当金繰入額          42,242千円 

      退職給付費用            13,271千円 

   減価償却費              73,109千円 

※４ ※４ 前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

    過年度給与手当等         3,861千円 

※５ 固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

   ソフトウェア仮勘定       88,500千円 

工具器具及び備品                664千円      

計             89,165千円 

※５ 固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま 

  す。 

ソフトウェア                7,072千円 

工具器具及び備品                 859千円 

         構築物                 44千円 

 計             7,976千円 
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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6月1日 至 平成18年5月31日） 

1 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 5,000 ― ― 5,000
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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 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

 

勘定科目 
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 

 

ソフトウェア 

205,194 

 

74,492 

176,627 

 

60,056 

28,567

14,436

合 計 279,687 236,683 43,003

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

1年内         45,196千円 

1年超          122千円 

     合計         45,319千円 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

  支払リース料     79,346千円 

  減価償却費相当額   67,202千円 

 支払利息相当額    10,060千円 

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。 

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。 

 

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、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

 

勘定科目 
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

 

ソフトウェア

205,194

74,492

205,194 

 

74,375 

－

117

合 計 279,687 279,570 117

 

２ 未経過リース料期末残高相当額等およびリース資産

減損勘定期末残高 

1年内            122千円 

1年超            －千円 

     合計            122千円 

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、支払利息相当額および減損損失 

   支払リース料     45,723千円 

   減価償却費相当額   42,886千円 

   支払利息相当額       526千円 

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 

                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ありません。 
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 (有価証券関係) 

前事業年度（自 平成16年6月1日 至 平成17年5月31日）および当事業年度（自 平成17年6月1日 至  

平成18年5月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 繰延税金資産およ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） 

① 流動資産 

  貸倒引当金損金算入限度超過額    9,685千円

  賞与引当金損金算入限度超過額    57,565千円

  未払事業所税否認           2,163千円

  未払費用（印税）否認         9,918千円

  固定資産除却損否認         1,860千円

  その他                220千円

       計            81,413千円

１ 繰延税金資産およ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） 

① 流動資産 

  貸倒引当金損金算入限度超過額    7,647千円 

  賞与引当金損金算入限度超過額     34,537千円 

  未払事業所税否認           2,188千円 

  未払事業税否認           6,908千円 

未払費用（印税）否認         8,017千円 

  その他                2,623千円

       計            61,923千円 

   評価性引当金            △504千円

 差引                61,418千円

② 固定資産 

  退職給付引当金損金算入限度超過額  19,698千円

  固定資産除却損否認         35,353千円

  その他                 18千円

       計            55,070千円

  繰延税金資産合計           136,483千円

② 固定資産 

  退職給付引当金損金算入限度超過額  19,594千円 

  固定資産除却損否認         32,745千円 

  その他                  10千円

       計             52,349千円

  繰延税金資産合計           113,768千円 

（繰延税金負債） 

① 流動負債 

  未収事業税                       △ 3,349千円

  特別償却準備金認容        △ 3,471千円

       計           △ 6,820千円

（繰延税金負債） 

① 流動負債 

   

② 固定負債 

特別償却準備金認容         △ 25,188千円

  繰延税金負債合計        △ 32,008千円

 差引：繰延税金資産の純額       104,475千円

② 固定負債 

特別償却準備金認容          △49,462千円 

  繰延税金負債合計              △49,462千円

 差引：繰延税金資産の純額        64,306千円

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。 

 

 

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 

        同左 
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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      3,530円14銭 

 

１株当たり純資産額          5,639円21銭 

１株当たり当期純利益金額   1,199円33銭 

 

１株当たり当期純利益金額     2,109円08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、潜在株式が存在しないため記載し 

ておりません。 

 

   

当社は新株予約権の付与を行なっております。 

  当事業年度以前における当社株式は、非上場の

ため市場価格がなく、また、合理的に期中平均株

価を算定することが困難なため、当事業年度につ

いては、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金

額」を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） 115,460             200,362 

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） 115,460             200,362 

普通株式の期中平均株式数（株） 96,270             95,000 
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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） 

当社は、平成18年８月25日に株式会社ジャスダック証

券取引所に上場いたしました。 

上記の上場にあたり、平成18年７月21日及び平成18年

８月４日開催の取締役会の決議により、下記のとおり新

株式を発行し、平成18年８月24日に払込が完了いたしま

した。この結果、平成18年８月25日付で資本金は、

255,750,000円、発行済株式数110,000株となっておりま

す。 

１ 募集方法 ブックビルディング方式による一般募集 

２ 発行新株式数 普通株式 10,000株 

３ 発行価格 １株につき55,000円 

４ 引受価額 １株につき51,150円 

  この価額は当社が引受人より１株当りの新株式払込

金として受け取った金額であります。なお、発行価格

と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

５ 発行価額 １株につき55,000円 

６ 発行価額総額 550,000,000円 

７ 資本組入額 １株につき25,575円 

８ 資本組入総額 255,750,000円 

９ 払込期日 平成18年８月24日 

10 配当起算日 平成18年６月１日 

11 資金使途 設備投資及び今後の事業展開に備えるこ

ととし、当面は安全性の高い金融商品にて運用する予

定であります。 

 

 平成17年8月18日開催の取締役会決議に基づき、無担

保社債（株式会社UFJ銀行、現株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行保証付および適格機関投資家限定）発行しておりま

す。 

１ 社債の種類      第5回無担保社債 

（銀行保証付き私募債）        

２ 発行券面総額   200,000千円 

３ 発行総額     188,930千円 

         （額面100円につき金98円50銭） 

４ 払込期日     平成17年9月26日 

５ 利率       本社債には利息は付きません 

６ 償還期限    平成20年9月26日 

７ 償還方法     満期に額面金額で一括償還する。

８ 担保      なし 

９ 資金使途    設備投資（システム構築に充当）
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