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１．平成18年８月期の業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績　 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期 1,471 △12.5 △218 ― △204 ―

17年８月期 1,681 18.5 344 △24.4 313 △26.4

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８月期 △610 ― △13,665 45 ― ― △8.9 △2.7 △13.9

17年８月期 153 △37.2 3,998 42 3,585 28 3.5 6.1 18.6

（注）①期中平均株式数 18年８月期       44,674株 17年８月期 38,271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。

  ④平成18年８月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、１株当たり当期

純損失が計上されているため記載しておりません。

(2）財政状態　 （百万円未満切捨て）

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８月期 7,391 7,079 95.8 158,250 73

17年８月期 7,893 6,627 84.0 157,222 41

（注）①期末発行済株式数 18年８月期      44,733株 17年８月期 42,151株

②期末自己株式数 18年８月期 372.41株 17年８月期 371.51株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 620 △78 △78

通　期 1,700 100 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 2,235円49銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり年間配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年８月期 ― ― ― ― ― ―

18年８月期 ― ― ― ― ― ―

19年８月期（予想） 0 0 0    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料（連結）の８ページを参照して下さい。
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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８月31日）

当事業年度

（平成18年８月31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   2,899,513   1,339,500  

 ２．受取手形   708   330  

３．売掛金   383,365   418,281  

４．原材料   ―   9,000  

５．仕掛品   19,381   33,940  

６．前払費用   8,433   14,214  

７．繰延税金資産   14,489   50,892  

８．関係会社短期貸付金   ―   140,000  

９．その他   6,567   17,607  

 貸倒引当金   △2,335   △2,534  

流動資産合計   3,330,124 42.2  2,021,233 27.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  20,930   24,800   

 減価償却累計額  1,914 19,015  5,711 19,088  

（2）工具器具備品  241,097   144,933   

 減価償却累計額  18,645 222,451  58,882 86,050  

 有形固定資産合計   241,467 3.1  105,139 1.4

２．無形固定資産        

（1）営業権   ―   36,000  

（2）ソフトウェア   148,136   143,469  

（3）その他   2,834   253  

 無形固定資産合計   150,971 1.9  179,723 2.5
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前事業年度

（平成17年８月31日）

当事業年度

（平成18年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券   2,262,196   2,820,571  

 (2) 関係会社株式   1,400,000   1,450,000  

 (3) 関係会社社債   450,000   591,340  

（4）関係会社出資金   0   ―  

（5）関係会社長期貸付金   8,200   150,000  

 (6) 長期前払費用   4,620   3,388  

（7）敷金保証金   46,043   70,183  

 投資その他の資産合計   4,171,060 52.8  5,085,483 68.8

 固定資産合計   4,563,498 57.8  5,370,345 72.7

 資産合計   7,893,622 100.0  7,391,578 100.0
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前事業年度

（平成17年８月31日）

当事業年度

（平成18年８月31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   46,056   47,964  

２．未払金   61,578   17,711  

３．未払費用   4,499   ―  

４．未払法人税等   132,000   9,294  

５．前受金   449   793  

６．預り金   3,431   4,251  

流動負債合計   248,016 3.1  80,014 1.1

Ⅱ　固定負債        

  １．転換社債型新株予約権付

社債
  900,000   ―  

２．繰延税金負債   118,524   232,534  

固定負債合計   1,018,524 12.9  232,534 3.1

負債合計   1,266,540 16.0  312,549 4.2

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  2,806,287 35.6  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  3,081,562   ―   

２．その他資本剰余金        

（1）自己株式処分差益  2,850   ―   

 資本剰余金合計   3,084,412 39.1  ― ―

 Ⅲ　利益剰余金        

 １．当期未処分利益  563,445   ―   

利益剰余金合計   563,445 7.1  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   187,063 2.4  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※２  △14,127 △0.2  ― ―

資本合計   6,627,081 84.0  ― ―

負債資本合計   7,893,622 100.0  ― ―
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前事業年度

（平成17年８月31日）

当事業年度

（平成18年８月31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   ― ―  3,261,859 44.1

２．資本剰余金        

（1）資本準備金  ―   3,533,717   

（2）その他資本剰余金  ―   2,850   

資本剰余金合計   ― ―  3,536,567 47.9

３．利益剰余金        

（1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  ―   △47,045   

利益剰余金合計   ― ―  △47,045 △0.6

４．自己株式   ― ―  △14,570 △0.2

株主資本合計   ― ―  6,736,811 91.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額

金
  ― ―  342,218 4.6

評価・換算差額等合計   ― ―  342,218 4.6

純資産合計   ― ―  7,079,029 95.8

負債純資産合計   ― ―  7,391,578 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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   1,681,792 100.0  1,471,280 100.0

Ⅱ　売上原価   826,839 49.2  1,011,330 68.7

売上総利益   854,953 50.8  459,949 31.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  510,644 30.3  678,321 46.1

営業利益又は営業損失
（△）

  344,308 20.5  △218,371 △14.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  765   4,160   

２．有価証券利息 ※３ 5,268   7,907   

３．受取配当金  275   3,000   

４．為替差益  98   958   

５．その他  62 6,470 0.3 1,213 17,239 1.1

Ⅴ　営業外費用        

１．新株発行費  17,144   3,278   

２．社債発行費  7,380   ―   

３．企業買収関連費用  12,793 37,318 2.2 ― 3,278 0.2

経常利益又は経常損失
（△）

  313,461 18.6  △204,410 △13.9

Ⅵ　特別損失        

１．本社移転費用  23,850   ―   

  ２．関係会社出資金評価損  23,174   9,496   

 ３．固定資産除却損 ※４ ―   8,639   

 ４．固定資産臨時償却費 ※５ ―   11,514   

 ５．減損損失 ※６ ―   99,999   

 ６．投資有価証券評価損  ― 47,024 2.8 301,114 430,764 29.3

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

  266,436 15.8  △635,175 △43.2

法人税、住民税及び事業
税

 124,364   4,153   

法人税等調整額  △10,951 113,413 6.7 △28,838 △24,684 △1.7

当期純利益又は当期純損
失（△）

  153,023 9.1  △610,490 △41.5

前期繰越利益   410,421   ―  

当期未処分利益   563,445   ―  
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(3) 利益処分計算書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11月25日）

 区分
注記

番号 
金額（千円） 

Ⅰ　当期未処分利益   563,445

Ⅱ　次期繰越利益   563,445

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８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

自己

 株式 

株主

資本

 合計 

その他

有価証券

評価

 差額金 

 

資本

準備金 

その他

資本

 剰余金 

資本

剰余金

 合計 

その他

利益

 剰余金 

 
繰越利益

剰余金 

平成17年８月31日　残高 2,806,287 3,081,562 2,850 3,084,412 563,445 △14,127 6,440,017 187,063 6,627,081

事業年度中の変動額          

新株の発行 455,571 452,155  452,155   907,726  907,726

当期純損失     △610,490  △610,490  △610,490

自己株式の取得      △443 △443  △443

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）        155,154 155,154

事業年度中の変動額合計 455,571 452,155  452,155 △610,490 △443 296,793 155,154 451,948

平成18年８月31日　残高 3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年９月１日
　　至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価

方法

 （1）有価証券

 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を採用し

ております。

 （1）有価証券

  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）を採用しております。

  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）を採用してお

ります。

 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

（1）原材料

　――――――

（1）原材料

移動平均法による原価法を採用

しております。

 （2）仕掛品

個別法による原価法を採用してお

ります。

（2）仕掛品

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。

主な耐用年数

建物　　　　　３～20年

工具器具備品　４～15年

（1）有形固定資産

定率法を採用しております。

主な耐用年数

 建物　　　　　３～15年

 工具器具備品　４～15年

 （2）無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、

市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売可能期間（３年以

内）、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

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間

（３年以内）、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。また、

営業権については、５年間で毎期

均等額を償却しております。

 （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

４．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。

（1）新株発行費

　同左

 

 （2）社債発行費

――――――

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
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項目
前事業年度

（自　平成16年９月１日
　　至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

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．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

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９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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））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。

　これにより税引前当期純損失は、99,999千円増加して

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純資産の部と

同額であります。

　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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追加情報

前事業年度

 （自　平成16年９月１日

　　 至　平成17年８月31日）

当事業年度

（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31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15,319千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、15,319千

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８月31日）

当事業年度
（平成18年８月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．　　　　　　　――――――

授権株式数　　　普通株式 72,000株

発行済株式総数　普通株式 42,522.51株

※２．自己株式 ※２．　　　　　　　――――――

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式371.51株

であります。

　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187,063千円

であります。

　３．　　　　　　　――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は5.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94.6％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8.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は91.6％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。

役員報酬 52,476千円

給与手当 135,699千円

旅費交通費 26,497千円

研究開発費 56,754千円

減価償却費 7,390千円

支払手数料 110,140千円

貸倒引当金繰入額 1,105千円

役員報酬 54,921千円

給与手当 179,462千円

研究開発費 98,325千円

減価償却費 9,494千円

支払手数料 116,936千円

貸倒引当金繰入額 199千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費　　56,754千円 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費    98,325千円

※３．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。

有価証券利息　　　　　　　　　　 　3,767千円

※３．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。

受取利息　　　　　　　　　　　　　 3,767千円

有価証券利息　　　　　　　　　　　 7,592千円

 ※４．　　　　　　　―――――  ※４．固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。

工具器具備品　　　　　　　　　　 　  984千円　

ソフトウェア　　　　　　　　　　　 7,654千円

 ※５．　　　　　　　―――――  ※５．固定資産臨時償却費の内容は以下のとおりでありま

す。

ソフトウェア　　　　　　　　　　　11,514千円

 ※６．　　　　　　　―――――  ※６．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所 

賃貸用音楽ダウン

ロード端末
工具器具備品  東京都新宿区

 （減損損失の認識に至った経緯）

当社が所有する賃貸リース用資産としての音楽ダウン

ロード端末については、設置店舗数の伸び悩みから、一

部が遊休状態となっております。これらについては将来

の利用見込みが極めて不透明であるため、当該資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失99,999千円

を特別損失に計上しております。

 （減損損失の金額）

種類 金額

 工具器具備品 99,999千円
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前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 　　　　　　　　　　―――――  （グルーピングの方法）

当社は、主として事業の区分をもとに概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資

産のグルーピングを行っており、現在遊休状態にあり、

今後も事業の用に供する予定が極めて不透明なものに

ついては遊休資産としてグルーピングしております。

 （回収可能価額の算定方法等）

 回収可能価額は正味売却価額より算定しております

が、特定の相手先に対して賃貸する目的で製造された

機器であり、売却可能性がないため、備忘価額によっ

ております。
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（株主資本等変動計算書関係）

  １　自己株式の種類および総数に関する事項

 当事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自己株式

普通株式 （注） 371.51 0.9 ― 372.41

合計 371.51 0.9 ― 372.41

 （注）自己株式の増加は端数の買取によるものであります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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．借主側

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．借主側

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 25,491 17,370 8,121

合計 25,491 17,370 8,121

 
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 15,991 11,544 4,447

合計 15,991 11,544 4,447

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等

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,871千円

１年超 4,836千円

合計 8,707千円

１年内 3,323千円

１年超 1,512千円

合計 4,836千円

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 5,898千円

減価償却費相当額 5,097千円

支払利息相当額 624千円

支払リース料 4,213千円

減価償却費相当額 3,673千円

支払利息相当額 341千円

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

２．貸主側

 ①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

 

 
取得価額

（千円）

減価償却累
計額
（千円）

期末残高

（千円）

 工具器具備品 66,666 3,075 63,591

合計 66,666 3,075 63,591

２．貸主側

 ①　リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

 
取得価額

（千円）

減価償却累
計額
（千円）

期末残高

（千円）

 工具器具備品 100,000 38,840 61,159

合計 100,000 38,840 61,159

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,242千円

１年超 42,842千円

合計 64,085千円

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,445千円

１年超 32,175千円

合計 65,621千円

 ③　受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円

 ③　受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 36,000千円

減価償却費 35,765千円

受取利息相当額 4,202千円

 ④　利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法については、利息法に

よっております。 

 ④　利息相当額の算定方法

　同左

－ 16 －



前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 （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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②　有価証券

前事業年度（自平成16年９月１日　至平成17年８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９月１日　至平成18年８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。

③　税効果会計

前事業年度
(平成17年８月31日）

当事業年度
(平成18年８月31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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額

　貸倒引当金繰入限度超過額 

12,627

950

一括償却資産損金算入限度超過額

　その他

677

235

繰延税金資産（流動）合計 14,489

繰延税金資産（固定）  

関係会社出資金評価損

　一括償却資産損金算入限度超過額

9,429

382

繰延税金資産（固定）合計 9,811

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △128,336

 繰延税金負債（固定）合計 △128,336

繰延税金負債の純額 △104,034

繰延税金資産（流動）  

税務上の繰越欠損金

　未払事業税否認額 

45,499

2,762

貸倒引当金繰入限度超過額 1,031

  一括償却資産損金算入限度超過額 1,345

 　その他 254

繰延税金資産（流動）合計 50,892

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金

　減損損失否認額

183,871

40,689

固定資産臨時償却費否認額 

　一括償却資産損金算入限度超過額 

3,563

962

小計 229,088

 評価性引当額 △226,841

繰延税金資産（固定）合計 2,247

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △234,781

 繰延税金負債（固定）合計 △234,781

繰延税金負債の純額 △181,641

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

税引前当期純損失のため、記載しておりません。 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 157,222.41円

１株当たり当期純利益金額 3,998.42円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
3,585.28円

１株当たり純資産額 158,250.73円

１株当たり当期純損失金額 13,665.45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９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 153,023 △610,490

 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） 153,023 △610,490

　期中平均株式数（株） 38,271 44,674

   

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額 ― ―

　普通株式増加数（株） 4,410 ―

　（うち新株予約権（株）） (4,410) （―）

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（目的となる株

式の数470株）

新株予約権４種類（目的となる株

式の数2,670株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 1. 転換社債型新株予約権付社債の新株への転換

　当社が平成16年９月30日に発行した第１回無担保転換

社債型新株予約権付社債（総額5,000,000千円）につき、

平成17年９月１日付（700,000千円）、平成17年９月６

日付（200,000千円）で、新株予約権の権利行使による

新株への転換が行われました。その内容は以下のとおり

であります。

(1) 転換社債型新株予約権付社債の減少額　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,000千円

(2) 資本金の増加額　　　　　　　　　  450,001千円

(3) 資本剰余金の増加額　　　　　　　　449,998千円

(4) 増加した株式の種類及び株数　

　　　　　　　　　　　　　　普通株式　2,097.90株　

　　　　　　　　　　　　　

 　

２．平成17年11月25日開催の当社第６期定時株主総会に

おいて、ストックオプションとして新株予約権を発行

する決議をいたしました。その概要は次のとおりであ

ります。

　(1) 株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予

約権を発行する理由

当社及び当社子会社の取締役及び従業員の業績向

上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人

材を確保することを目的とし、当社の取締役、監査

役、従業員、社外協力者及び当社子会社の取締役、

監査役、従業員、社外協力者に対し、新株予約権を

発行するものであります。

 (2) 新株予約権発行の要領

①  新株予約権割当の対象者

    当社の取締役、監査役、従業員、社外協力者及

び当社子会社の取締役、監査役、従業員、社外協

力者

②　新株予約権の目的となる株の種類及び数

当社普通株式会社1,000株を上限とする。

　なお、本株主総会決議後において当社が株式の

分割または併合を行う場合、次の算式により目的

とな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、当該時点で行

使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

株については、これを切り捨てるものとする。

   調整株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 ③　新株予約権の総数

1,000個を上限とする。（新株予約権１個につき

普通株式１株。ただし、前項に定める株式の数

の調整を行った場合は、同様の比率で調整を行

う。）

 ④　新株予約権の発行価額

無償で発行するものとする。

 ――――――
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前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

   ⑤　各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべ

き金額

　新株予約権１個当たりの払込金額は、次によ

り決定される１株当たりの払込金額（以下「行

使価額」という。）に前項③に定める新株予約

権１個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の発行する日の属する

月の前月の各日（取引が成立していない日を除

く。）における東京証券取引所における当社普

通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。

ただし、当該金額が発行日の前日の終値（取引

が成立しない場合は、その前日の終値）を下回

る場合には、当該終値とする。

　なお、株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額
=
調整前

行使価額
× 

１

分割・併合の比率

  また、新株予約権発行日後に、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、平成14年４月１日改正前商法

第280条ノ19の規定に基づく新株引受権及び同改

正前商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権

付社債にかかる新株引受権の行使による場合を

除く。）は、次の算式により行使価額は調整さ

れ、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。なお、次の算式において、「既発行株式

数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保

有する自己株式数を控除した数をいうものとす

る。

既発行

株式数
＋

新規発行株

式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

行使価額
=
調整前

行使価額
× 

新株式発行前の時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

　上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が

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、

発行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、発行価額は適切に調整され

るものとする。

――――――
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前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ⑥　新株予約権の行使期間

  平成18年１月１日から平成27年11月25日まで

⑦　新株予約権の行使条件

 a.　各新株予約権の一部行使はできないものとす

る。

 b.　その他の条件については、本総会及び取締役

会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員、

並びに社外協力者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

 ⑧　新株予約権の消却事由及び条件

a.  当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完

全子会社となる株式交換契約書、または当社が

分割会社となる会社分割についての分割計画書・

分割契約書について株主総会の承認（株主総会

の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決

議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案

につき株主総会の決議がなされたときは、新株

予約権を無償にて消却することができる。

 b.　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権

を無償にて消却することができる。

 c.  その他の消却事由及び消却条件については、

本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取

締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者

との間で締結する「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。

⑨  新株予約権の譲渡制限

  新株予約権の譲渡については、当社取締役会の

承認を要するものとする。

⑩  その他

  新株予約権の発行に関する詳細については、取

締役会決議及び「新株予約権割当契約書」に定め

るところによる。

――――――
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７．役員の異動

　　　該当事項はありません。
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