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平成18年11月期   個別財務諸表の概要        平成19年１月15日 

上 場 会 社 名           株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス         上場取引所    大証ヘラクレス 
コ ー ド 番 号              ３８３２                               本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.tandch.com ） 
代  表  者  役職名  代表取締役      氏 名  田 中 茂 樹 
問合せ先責任者  役職名  取締役社長室長    氏 名  生 井 秀 人  ＴＥＬ(03)5425－7013 
決算取締役会開催日 平成19年１月15日              配当支払開始予定日 ―  
定時株主総会開催日 平成19年２月24日                単元株制度採用の有無  無 

 
１． 平成 18 年 11 月期の業績(平成 17 年 12 月１日～平成 18 年 11 月 30 日) 
(1)経営成績                         (注) 記載金額は千円未満を切り捨てております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％

平成18年11月期
平成17年11月期 

406,704      58.8
256,109     272.6

105,806    604.5
15,019       －

93,589   805.7
10,333    －

 
 

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

 千円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

平成18年11月期
平成17年11月期 

108,270  1,492.2 
6,799    － 

9,721  88
660 31

－  －
－ －

21.6 
2.3 

9.7 
2.3 

23.0
4.0

 (注) ① 期中平均株式数 18年11月期 11,136株 17年11月期 10,298株 
    ② 会計処理の方法の変更   有 
    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 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権はありますが、当事業年度以前にお
いては、当社株式は非上場であり、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。 

 
(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

 千円 千円 ％ 円  銭

平成18年11月期
平成17年11月期 

1,308,950
630,658

558,102
443,001

42.6 
70.2 

49,715  17
40,792  02

(注) ① 期末発行済株式数 平成18年11月期 11,226 株   平成17年11月期 10,860株 
    ② 期末自己株式数  平成18年11月期  ― 株   平成17年11月期   ― 株 

 
２．平成19年11月期の業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 千円 千円 千円

中 間 期 
通   期 

230,000 
613,000 

△900
164,000

△500
121,000

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）9,508円09銭 
（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成18年12月25日の公募株式数（1,500株）を含めた期末予定発行済

株式数12,726株により算出しております。 

 
３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 年間 

配当金総額

（千円） 

配当性向

（％） 

純資産 

配当率(％)

平成17年11月期 ― ― ― ― 

平成18年11月期 ― ― ― ― 

平成19年11月期（予想） 1,500    

 

 

 

 

※上記の予想は、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、実際の業績は、さ
まざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 
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６. 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 
比較増減 

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  96,810 90,741   △6,068

２ 売掛金 ※１ 8,406 5,450   △2,955

３ 仕掛品  ― 1,575   1,575

４ 営業投資有価証券 ※１ 142,176 229,431   87,255

５ 前払費用  6,761 11,027   4,265

６ 関係会社短期貸付金  5,984 24,470   18,486

７ 立替金 ※１ 21,152 241   △20,910

８ 繰延税金資産  ― 15,948   15,948

９ 未収還付法人税  7,173 7,585   411

10 その他  635 4,199   3,564

流動資産合計  289,100 45.8 390,672 29.8  101,571

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  13,380 13,380  ― 

減価償却累計額  △1,774 11,605 △3,577 9,802  △1,802 △1,802

(2) 工具器具及び備品  11,946 15,749  3,803 

減価償却累計額  △3,049 8,897 △5,889 9,860  △2,839 963

有形固定資産合計  20,502 3.3 19,663 1.5  △838

２ 無形固定資産    

 (1) ソフトウェア  1,652 1,304   △347

  無形固定資産合計  1,652 0.3 1,304 0.1  △347

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  ― 544,437   544,437

(2) 関係会社株式  258,552 278,552   20,000

(3) 差入保証金  60,850 60,758   △91

  （4）その他  ― 13,561   13,561

投資その他の資産合計  319,403 50.6 897,310 68.6  577,906

固定資産合計  341,558 54.2 918,278 70.2  576,720

資産合計  630,658 100.0 1,308,950 100.0  678,292
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前事業年度 

(平成17年11月30日) 
当事業年度 

(平成18年11月30日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 関係会社短期借入金  99,684 96,899   △2,785

２ 短期借入金  ― 120,000   120,000

３ 一年以内償還予定の社債  ― 65,400   65,400

４  一年以内返済予定の長期借入金  30,240 96,560   66,320

５ 未払金  8,036
2,334   △5,702

６ 未払費用  3,451
16,712   13,261

７ 未払法人税等  1,256
2,103   847

８ 前受金  3,150
3,150   ―

９ 預り金  1,866
2,813   947

10 その他  371
2,222   1,851

流動負債合計  148,057 23.5
408,196 31.2  260,138

Ⅱ  固定負債   
  

  １ 社債  ―
101,900   101,900

 ２ 長期借入金  39,600
240,752   201,152

固定負債合計  39,600 6.3
342,652 26.2  303,052

負債合計  187,657 29.8
750,848 57.4  563,191

(資本の部)  
  

Ⅰ 資本金 ※２ 357,000 56.6
― ―  △357,000

Ⅱ 資本剰余金  
  

１ 資本準備金  174,500 ―   △174,500

資本剰余金合計  174,500 27.6 ― ―  △174,500

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処理損失  88,498 ―   △88,498

利益剰余金合計 ※３ △88,498 △14.0 ― ―  88,498

資本合計  443,001 70.2 ― ―  △443,001

負債資本合計  630,658 100.0 ― ―  △630,658
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前事業年度 

(平成17年11月30日) 

当事業年度 

(平成18年11月30日) 
比較増減 

注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 区分 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― ― 374,150 28.6  374,150

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  ― 174,500  174,500 

資本剰余金合計   ― ― 174,500 13.3  174,500

３ 利益剰余金     

(1) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  ― 19,771  19,771 

利益剰余金合計   ― ― 19,771 1.5  19,771

株主資本合計   ― ― 568,421 43.4  568,421

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 

  差額金 
  ― ― △10,319 △0.8  △10,319

評価・換算差額等合計   ― ― △10,319 △0.8  △10,319

純資産合計   ― ― 558,102 42.6  558,102

負債純資産合計   ― ― 1,308,950 100.0  1,308,950
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② 損益計算書 

  

前事業年度 

(自 平成16年12月１日 

至 平成17年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成17年12月１日 

至 平成18年11月30日) 

比較増減 

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 営業収益    

１ 経営管理料収入 ※１ 141,343 194,033  52,690 

２ 営業投資有価証券償還益 ※１ 29,711 169,114  139,403 

３ 営業投資有価証券売却益 ※１ 36,330 ―  △36,330 

４ システム関連売上 ※１ 12,690 5,585  △7,105 

５ その他の営業収入  170 60  △110 

６ 関係会社配当金 ※１ 35,863 256,109 100.0 37,911 406,704 100.0 2,047 150,595

Ⅱ 営業原価  30,063 11.8 39,201 9.6  9,137

 売上総利益  226,045 88.2 367,503 90.4  141,457

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬  27,233 45,238  18,005 

２ 給料手当  40,291 62,038  21,747 

３ 賞与  8,792 4,244  △4,548 

４ 法定福利費  8,040 10,038  1,998 

５ 旅費交通費  8,403 11,823  3,419 

６ 支払報酬  25,729 25,400  △329 

７ 減価償却費  3,915 5,498  1,583 

８ 地代家賃  58,604 63,663  5,058 

９ 租税公課  1,943 4,973  3,029 

10 その他  28,071 211,026 82.4 28,777 261,696 64.4 706 50,670

営業利益  15,019 5.8 105,806 26.0  90,787

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  128 3,188  3,059 

２ 受取賃貸管理料  3,782 4,363  581 

３ 為替差益  494 5,695  5,201 

４ 雑収入  59 4,464 1.7 301 13,548 3.3 242 9,084

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 ※１ 5,010 12,779  7,769 

２ 新株発行費  2,139 ―  △2,139 

３ 株式交付費  ― 60  60 

４ 社債発行費  ― 523  523 

５ 社債利息  ― 2,348  2,348 

６ 公開準備費用  ― 8,626  8,626 

７ 雑損失  2,000 9,149 3.5 1,427 25,764 6.3 △572 16,615

経常利益  10,333 4.0 93,589 23.0  83,256
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前事業年度 

(自 平成16年12月１日 

至 平成17年11月30日) 

当事業年度 

(自 平成17年12月１日 

至 平成18年11月30日) 

比較増減 

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 ※２ 1,324 978  △346 

２ 本社移転費用 ※３ 1,684 3,009 1.2 ― 978 0.2 △1,684 △2,030

税引前当期純利益  7,324 2.8 92,611 22.8  85,286

法人税、住民税 

及び事業税 
 290 290  ― 

法人税等調整額  234 524 0.2 △15,948 △15,658 △3.8 △16,183 △16,183

当期純利益  6,799 2.6 108,270 26.6  101,470

前期繰越損失  95,298 ―   ―

当期未処理損失  88,498 ―   ―
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③ 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 
 

損失処理計算書 

  
前事業年度 

(平成18年2月25日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  88,498 

Ⅱ 損失処理額  ― 

Ⅲ 次期繰越損失  88,498 

   

(注) 日付は、株主総会承認日であります。 

 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日） 

株主資本 

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

平成17年11月30日残高 

(千円) 
357,000 174,500 174,500 △88,498 △88,498 443,001

事業年度中の変動額  

新株の発行 17,150 ― ― ― ― 17,150

当期純利益  ― ― ― 108,270 108,270 108,270

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) 17,150 ― ― 108,270 108,270 125,420

平成18年11月30日残高（千円） 374,150 174,500 174,500 19,771 19,771 568,421

 

 評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高(千円) ― ― 443,001 

事業年度中の変動額  

新株の発行  ― ― 17,150 

当期純利益   ― ― 108,270 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△10,319 △10,319 △10,319 

事業年度中の変動額合計(千円) △10,319 △10,319 115,101 

平成18年11月30日残高（千円） △10,319 △10,319 558,102 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 有価証券(営業投資有

価証券を含む。)の評

価基準及び評価方法 

(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。) 

 

  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  

 

たな卸資産 

ソフトウェア仕掛品 個別法による

原価法 

 

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、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物       3～15年 

 工具器具及び備品 4～10年 

 

(2) 無形固定資産 

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。 

(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 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

(1) 

 

(2) 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

 

(3) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

５ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替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 貸倒引当金 

債権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 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 を計上しております。なお、当事業

年度においては過去の貸倒実績がな

く、また回収に懸念のある債権もな

いため、貸倒引当金は計上しており

ません。 

 

 

７ ヘッジ会計の方法  

 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用いたしており

ます。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ取引 

 

(ヘッジ対象） 

借入金の利息 

 

(3) ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行っております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理要領に従って、以下の

条件を満たす金利スワップを締結

しております。 

① 金利スワップの想定元本と長

期借入金の元本金額が一致し

ている。 

② 金利スワップと長期借入金の

契約期間及び満期が一致して

いる。 

③ 長期借入金の変動金利のイン

デックスと金利スワップで受

払いされる変動金利のインデ

ックスが、LIBOR+ αで一致

している。 

④ 長期借入金と金利スワップの

金利改定条件が一致してい

る。 

⑤ 金利スワップの受払い条件が

スワップ期間を通して一定で

ある。従って、金利スワップ

の特例処理の要件を満たして

いるので決算日における有効

性の評価を省略しておりま

す。 

８ 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。 

 

 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 （2）営業投資有価証券の会計処理 

   当社グループは、投資対象、投

資スキーム、投資タイミングなど

を投資家に情報として提供するア

ドバイザリー業務を行なっており

ます。 

   そして、上記情報を判断材料と

して、自己の責任で投資を希望す

る投資家に対しては、非連結子会

社（SPC）が社債（私募債）を発行

して、投資家の資金を受け入れて

おりますが、このSPCが発行する私

募債について投資家からの信用を

得るため、当社グループの自己資

金を利用して自らSPCが発行する私

募債を購入し、「信用補完」を行

なうことがあります（責任投資業

務）。 

   この責任投資業務を目的として

行なう私募債への投資について

は、責任投資業務目的以外で保有

する有価証券とは区分して、「営

業投資有価証券」として「流動資

産の部」に表示しております。 

  また、営業投資有価証券の償還ま

たは売却から生じる損益は、営業

損益の区分に表示することとして

おります。 

 

（2）営業投資有価証券の会計処理 

   当社グループは、投資対象、投

資スキーム、投資タイミングなど

を投資家に情報として提供するア

ドバイザリー業務を行なっており

ます。 

   そして、上記情報を判断材料と

して、自己の責任で投資を希望す

る投資家に対しては、子会社

（SPC）が私募債等を発行して、投

資家の資金を受け入れております

が、このSPCが発行する私募債等に

ついて投資家からの信用を得るた

め、当社グループの自己資金を利

用して自らSPCが発行する私募債等

を購入し、「信用補完」を行なう

ことがあります（責任投資業

務）。 

   この責任投資業務を目的として

行なう私募債等への投資について

は、責任投資業務目的以外で保有

する有価証券とは区分して、「営

業投資有価証券」として「流動資

産の部」に表示しております。 

  また、営業投資有価証券の償還ま

たは売却から生じる損益は、営業

損益の区分に表示することとして

おります。 
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会計処理の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30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

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第6号）を適用しております。 

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」（企業会計基準委員会 平成17年

12月9日 企業会計基準第5号）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

業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第8号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

558,102千円であります。 

 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。 

  

 

追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

「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966千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、966千円減

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11月30日) 

当事業年度 
(平成18年11月30日) 

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で関係会社に対する資産

及び負債には以下のものがあります。 

売掛金        8,406千円 

営業投資有価証券 142,176千円 

立替金       20,000千円 

    

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で関係会社に対する資産

及び負債には以下のものがあります。 

営業投資有価証券    229,431千円 

 

    

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式 42,240株 

   発行済株式総数   普通株式 10,860株 

  

※２  

 

※３ 資本の欠損      88,498千円 

  

※３   
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含 

まれております。 

    経営管理料収入        141,343千円

    営業投資有価証券償還益     29,711千円

営業投資有価証券売却益     36,330千円

    システム関連売上        11,190千円

    関係会社配当金               35,863千円

    支払利息            2,630千円

  

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含 

まれております。 

    経営管理料収入        194,033千円 

    営業投資有価証券償還益    169,114千円 

システム関連売上         5,585千円 

    関係会社配当金               37,911千円 

    受取利息                 2,798千円 

支払利息            3,230千円 

  

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

    建物                    1,324千円 

  

※２ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

    工具器具及び備品         978千円 

  

※３ 本社移転費用の内訳は以下のとおりであります。

原状回復工事 582千円

仲介手数料 972千円

その他 129千円

  合計 1,684千円

  

※３  

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係)  

 当事業年度(自 平成17年12月1日 至 平成18年11月30日） 

自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。  

 

 

(2) リース取引関係 

 

前事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

注記の対象となる重要なリース取引はありません。 

 

 

 

注記の対象となる重要なリース取引はありません。 
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(3) 有価証券関係 

前事業年度(平成17年11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。 

 

当事業年度(平成18年11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。 

 

 

(4) 税効果会計関係 

 

前事業年度 
(平成17年11月30日) 

当事業年度 
(平成18年11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 

 

繰延税金資産 

   繰越欠損金       43,644千円  

   一括償却資産超過額     979千円 

   その他           393千円

   繰延税金資産小計     45,016千円 

   評価性引当額      △45,016千円 

   繰延税金資産合計       －千円 

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 

   繰越欠損金        13,095千円  

   一括償却資産超過額      513千円 

     有価証券償還益加算    5,569千円 

   有価証券評価差額金    4,199千円 

   その他           2,380千円 

   繰延税金資産小計     25,759千円 

   評価性引当額       △9,810千円 

   繰延税金資産合計     15,948千円 

  

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               40.70％ 

 (調整) 

 評価性引当額の増加額          118.69％ 

 住民税均等割                           3.96％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目  36.73％ 

 受取配当金の益金不算入額      △191.73％ 

 その他                                △1.19％

  税効果適用後の法人税等の負担率       7.16％ 

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               40.70％ 

 (調整) 

 評価性引当額の増加額         △38.02％ 

 住民税均等割                           0.31％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目   0.46％ 

 受取配当金の益金不算入額       △15.84％ 

 その他                                △1.38％ 

  税効果適用後の法人税等の負担率     △13.76％ 
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(5) １株当たり情報 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 40,792円02銭 49,715円 17銭

１株当たり当期純利益 660円31銭 9,721円 88銭

  なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益については、新株引受権

及び新株予約権の残高があります

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17年8月18日付で株式1株

につき2株に分割を行っておりま

す。 

 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前事業年度

における1株当たり情報については

以下のとおりとなります。 

1株当たり純資産額  15,312円66銭

1株当たり当期純損失 3,312円88銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株引受権

及び新株予約権の残高があります

が、1株当たり当期純損失を計上し

ておりますので、記載しておりませ

ん。 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益については、新株引受権及

び新株予約権の残高がありますが、

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。 

 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

項目 
当事業年度末 

(平成18年11月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 558,102

普通株式に係る純資産額（千円） 558,102

貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の

算定に用いられた普通株式に係る当事業年度末の純資産

額との差額の主な内訳（千円） 

 ―

普通株式の発行済株式数（株） 11,226

普通株式の自己株式数（株） ―

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

（株） 11,226
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２ １株当たり当期純利益 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 6,799 108,270 

普通株式に係る当期純利益(千円) 6,799 108,270 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,298 11,136 

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まれなかった潜在株
式の概要 

第1回新株引受権 226株
第2回新株予約権  93個
第3回新株予約権 500個
第4回新株予約権 100個
 

第1回新株引受権 20株 
第3回新株予約権 475個 
第4回新株予約権 78個 
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(6) 重要な後発事象 

 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

1. 第1回無担保社債の発行について 

平成18年1月26日開催の当社取締役会において、第1

回無担保社債を発行することを決議し、平成18年2月

16日に発行いたしました。 

(1)社債の名称 

株式会社T&Cホールディングス（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）第1回

無担保社債 

(2)発行金額    金1億円 

(3)発行価額    額面100円につき金100円 

(4)償還価額    額面100円につき金100円 

(5)利  率    年0.58％ 

(6)年  限    3年 

(7)償還方法    6ヶ月定時償還 

(8)利払方法    年2回（6ヶ月毎後払い） 

(9)払込期日(発行日)  平成18年2月16日 

(10)保  証   株式会社三菱東京UFJ銀行 

(11)事務代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(12)発行代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(13)支払代理人  株式会社三菱東京UFJ銀行 

(14)総額引受人   株式会社三菱東京UFJ銀行 

(15)振替機関   株式会社証券保管振替機構 

(16)振替法の適用   

平成18年1月10日以降に発行する社債の全部につい

て、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75

号)の規程の適用を受けることができるものとす

る。 

  (17)その他  

    上記各号の社債条件について、改定のある場合並 

びに細部の決定がある場合は、決定権限を代表取 

締役に一任する。 

 (18)資金の使途 

  運転資金 

1.  新株式の発行について 

平成18年12月４日及び平成18年12月13日開催の取

締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成18年12月22日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年12月22日付で資本金は582,275千

円、発行済株式総数は12,726株となっております。 

(1) 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式による募集)  

(2) 発行する株式の種類及び数: 

普通株式    1,500株  

(3) 発行価格 ：１株につき  300,000円  

一般募集はこの価格にて行いました。  

(4) 引受価額 ：１株につき  277,500円  

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受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の総額は、引

受人の手取金となります。  

(5) 発行価額 ：１株につき  229,500円 

(資本組入額 138,750円)  

(6) 発行価額の総額 ： 344,250千円  

(7) 払込金額の総額 ： 416,250千円  

(8) 資本組入額の総額 ： 208,125千円  

(9) 払込期日 ：平成18年12月22日  

(10) 資金の使途 ：設備投資として68,000千円を、

借入金の返済及び社債の償還に281,000千円を充

当し残額を運転資金に充当する予定であります

が、当面の間は安全性の高い金融商品にて運用

する予定であります。 
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ファイル名:230_5555555555555 有価証券 税効果 更新日時:1/13/2007 3:20:00 AM 印刷日時:07/01/15 9:05 

 
前事業年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

2. 第2回無担保社債の発行について 

平成18年2月20日開催の当社取締役会において、第2

回無担保社債を発行することを決議し、平成18年2月

28日に発行いたしました。 

(1)社債の名称 

株式会社T&Cホールディングス（株式会社みずほ銀

行保証付および適格機関投資家限定）第2回無担保

社債 

(2)発行金額    金1億円 

(3)発行価額    額面100円につき金100円 

(4)償還価額    額面100円につき金100円 

(5)利  率    年0.85％ 

(6)年  限    3年 

(7)償還方法    6ヶ月定時償還 

(8)利払方法    年2回（6ヶ月毎後払い） 

(9)払込期日(発行日)  平成18年2月28日 

(10)保  証   株式会社みずほ銀行 

(11)事務代理人  株式会社みずほ銀行 

(12)発行代理人  株式会社みずほ銀行 

(13)支払代理人  株式会社みずほ銀行 

(14)総額引受人   株式会社みずほ銀行 

(15)振替機関   株式会社証券保管振替機構 

(16)振替法の適用   

上記社債は社債等の振替に関する法律（以下「社

振法」）第66条第2号に基づき、本社債の全部につ

いて社振法の規定の摘要を受ける。 

  (17)その他  

上記各項に定めた他、一般に社債条件の改定があ

る場合には要件の一部を変更することおよび細目

の決定については、すべて代表取締役に一任す

る。 

 (18)資金の使途 

  運転資金 

  

2.  重要な子会社の設立について 

  平成19年1月5日開催の取締役会の承認に基づき、当

社全額出資による子会社を平成19年1月8日に設立い

たしました。 

   (1）設立の目的  

金融アドバイザリー事業のうち、エンターテイン

メントに関するアドバイザリー業務を独立させ、

機動的なエンターテイメント投資業務を行うため

  (2) 会社の名称 

   T&C Pictures, Inc.  

    (3）事業内容 

   エンターテインメントに特化した金融アドバイザ

リー業務 

(4) 資本金  500,000米ドル 

(5) 所有割合 100％ 

 

3. 資金の借入について 

  平成18年2月24日に(株)りそな銀行より100,000千円

の資金の借入を行っております。 

   ①利率           2.5％ 

   ②返済期限    平成19年1月31日 

   ③資金の使途       運転資金 
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７．役員の異動 

(1) 代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 

(2） その他の役員の異動 

    記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。 
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