
 
 

 

 平成18年11月期
 

 
 

 

 個別財務諸表の概要
 

 

 
平成19年１月18日

上場会社名 株式会社ファンドクリエーション 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号  3233 本社所在都道府県  東京都

（URL　http://www.fundcreation.co.jp/）

代表者　　　　　役職名  代表取締役社長 氏名　田　島　克　洋

問合せ先責任者　役職名  執行役員経営企画部長 氏名　宮　本　裕　司 ＴＥＬ　　（　03　）5413　－5355

決算取締役会開催日 平成19年１月18日 配当支払開始予定日 平成19年２月28日

定時株主総会開催日 平成19年２月27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）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 5,667 (315.3) 4,693 (588.7) 4,805 (607.9)

17年11月期 1,364 (126.1) 681 (162.4) 678 (160.5)

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

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年11月期 2,784 (627.9) 9,452 21 8,411 59 71.5 78.6 84.8

17年11月期 382 (191.9) 30,180 74 － － 41.8 39.4 49.7

（注）①期中平均株式数 18年11月期 294,562株 17年11月期 12,673株

　平成18年３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10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における平成17年11月期の「１株当たり当期純利

　益」は1,509円4銭であります。

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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）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11月期 9,942 6,631 66.7 20,287 63

17年11月期 2,285 1,158 50.7 79,391 51

（注）①期末発行済株式数 18年11月期 326,888株 17年11月期 14,596.4株

 　　 ②期末自己株式数 18年11月期 －株 17年11月期 －株 

 　　　 平成18年３月21日付で株式１株につき２株、平成18年７月11日付で株式１株につき10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における平成17年11月期の「１株当たり純資産」

        は3,969円58銭であります。 

 　　 　

 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）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,300 1,800 1,000

通期 6,500 5,400 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9,964円56銭
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３．配当状況　 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年11月期 － － － 1,000 － 1,000 326 10.6 4.9

19年11月期（予想） － － － 500 － 500    

（注）18年11月期期末配当金の内訳　普通配当　500円　上場記念配当　500円

 

※　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平成18年11月期決算短信（連結）の15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11月30日）
当事業年度

（平成18年11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   901,080   7,672,825  6,771,744

２. 売掛金   14,440   27,407  12,966

３. 未収入金 ※２  81,465   2,630  △78,834

４．有価証券   －   143,729  143,729

５．営業投資有価証券   225,350   45,250  △180,100

６．前払費用   12,593   13,762  1,169

７．関係会社短期貸付金   30,000   110,000  80,000

８．繰延税金資産   －   161,925  161,925

９．その他 ※２  12,821   12  △12,809

貸倒引当金   △16,023   －  16,023

流動資産合計   1,261,729 55.2  8,177,544 82.3 6,915,814

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  29,727   48,049    

減価償却累計額  2,416 27,310  6,220 41,828  14,518

２．工具器具及び備品  22,273   28,850    

減価償却累計額  4,182 18,091  8,869 19,981  1,890

有形固定資産合計   45,401 2.0  61,809 0.6 16,408

(2）無形固定資産         

１．営業権   39,747   19,873  △19,873

無形固定資産合計   39,747 1.7  19,873 0.2 △19,873
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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）
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   91,350   170,350  79,000

２．関係会社株式   551,763   631,431  79,668

３．その他の関係会社有
価証券

  －   647,591  647,591

４．関係会社長期貸付金   105,000   80,000  △25,000

５．敷金保証金   138,959   140,121  1,161

６．繰延税金資産   42,277   132,081  89,803

７．その他   9,636   9,530  △105

８．投資損失引当金   －   △127,582  △127,582

投資その他の資産合計   938,986 41.1  1,683,523 16.9 744,536

固定資産合計   1,024,135 44.8  1,765,206 17.7 741,071

資産合計   2,285,864 100.0  9,942,750 100.0 7,656,886
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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）
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. 短期借入金   288,000   851,400  563,400

２．１年以内返済予定の
長期借入金

  138,396   132,211  △6,185

３．未払金   56,368   113,519  57,150

４．未払費用   6,966   9,832  2,865

５．未払法人税等   279,336   2,052,801  1,773,464

６．未払消費税等   18,077   839  △17,237

７．繰延税金負債   2,706   －  △2,706

８．賞与引当金   －   11,741  11,741

９．預り金   2,043   3,622  1,579

10．仮受金 ※２  38,327   －  △38,327

流動負債合計   830,222 36.3  3,175,968 31.9 2,345,745

         

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   267,211   135,000  △132,211

２．預り敷金   29,600   －  △29,600

固定負債合計   296,811 13.0  135,000 1.4 △161,811

負債合計   1,127,034 49.3  3,310,968 33.3 2,183,933

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  260,850 11.4  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

1．資本準備金  323,394   －    

資本剰余金合計   323,394 14.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

1．当期未処分利益  538,391   －    

利益剰余金合計   538,391 23.6  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  36,193 1.6  － － －

資本合計   1,158,830 50.7  － － －

負債・資本合計   2,285,864 100.0  － － －
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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）
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   － －  1,627,556 16.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   
1,690,08

7
   

資本剰余金合計   － －  1,690,087 17.0 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   
3,322,65

5
   

利益剰余金合計   － －  3,322,655 33.4 －

株主資本合計   － －  6,640,299 66.8 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △8,517 △0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  △8,517 △0.1 －

純資産合計   － －  6,631,782 66.7 －

負債純資産合計   － －  9,942,750 100.0 －
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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)

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）

Ⅰ　営業収益         

　１．受入手数料  986,181   831,951    

２．営業投資損益  290,368   4,731,661    

３．投資顧問料  88,181 1,364,731 100.0 103,951 5,667,564 100.0 4,302,832

Ⅱ　営業費用         

営業手数料  121,290   118,395    

 　　 販売費及び一般管理費 ※１ 561,985 683,275 50.1 856,019 974,415 17.2 291,139

営業利益   681,456 49.9  4,693,148 82.8 4,011,692

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息 ※２ 2,952   3,820    

２．受取配当金 ※２ 45   167,680    

３．人材雇用助成金  4,702   －    

４．その他 ※２ 1,748 9,449 0.7 2,097 173,598 3.1 164,149

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息  11,849   21,395    

２．新株発行費  208   －    

３. 株式交付費  ―   16,006    

４．上場関連費用  ―   23,424    

５. その他  ― 12,058 0.9 63 60,889 1.1 48,830

経常利益   678,846 49.7  4,805,857 84.8 4,127,010

Ⅴ　特別利益         

１．関係会社株式売却益  24,183   －    

２．貸倒引当金戻入益  － 24,183 1.8 16,023 16,023 0.3 △8,160

Ⅵ　特別損失         

１．関係会社株式評価損  20,000   10,331    

２．投資損失引当金繰入額  ― 20,000 1.5 127,582 137,914 2.4 117,914

税引前当期純利益   683,030 50.0  4,683,966 82.7 4,000,936

法人税、住民税及び事
業税

 344,449   2,123,463    

法人税等調整額  △43,899 300,550 22.0 △223,760 1,899,702 33.6 1,599,152

当期純利益   382,480 28.0  2,784,263 49.1 2,401,783

前期繰越利益   155,910   －  －

当期未処分利益   538,391   －  －
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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18年２月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   538,391

Ⅱ　次期繰越利益   538,391

    

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  繰越利益剰余金 利益剰余金合計

平成17年11月30日　残高（千円） 260,850 323,394 323,394 538,391 538,391 1,122,636

事業年度中の変動額       

新株の発行 1,366,706 1,366,693 1,366,693 － － 2,733,400

当期純利益 － － － 2,784,263 2,784,263 2,784,263

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） 1,366,706 1,366,693 1,366,693 2,784,263 2,784,263 5,517,663

平成18年11月30日　残高（千円） 1,627,556 1,690,087 1,690,087 3,322,655 3,322,655 6,640,299

 

評価・換算差額等

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11月30日　残高（千円） 36,193 36,193 1,158,830

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 2,733,400

当期純利益 － － 2,784,263

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△44,711 △44,711 △44,711

事業年度中の変動額合計（千円） △44,711 △44,711 5,472,952

平成18年11月30日　残高（千円） △8,517 △8,517 6,631,782
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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．有価証券の評価基準及び

評価方法

有価証券

イ　　────────────

 　

 

 　ロ　子会社株式及び関連会社株式

 　　移動平均法に基づく原価法

 有価証券

 イ　売買目的有価証券 

 　時価法（売却原価は移動平均法により

　　算定）

 ロ　子会社株式及び関連会社株式

 　同左

ハ　その他有価証券（営業投資有価証

　券を含む）

①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

定しております。

 ハ　その他有価証券（営業投資有価証

　券を含む）

　 ①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。

 ②時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

　 ②時価のないもの

 　　同左

 ③匿名組合出資

 匿名組合が獲得した純損益の持分相

当額について「営業投資損益」に計上

するとともに同額を「その他有価証券

（営業投資有価証券を含む）」に加減

しております。

 　③　 　────────────

 　

 ニ　　────────────

 

 ニ　その他の関係会社有価証券

 　①匿名組合出資

  　匿名組合が獲得した純損益の持分相当

　額について「営業投資損益」に計上する

　とともに同額を「その他有価証券（営業

　投資有価証券を含む）」に加減しており

　ます。

 　②その他

 　　移動平均法に基づく原価法

 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブは、時価法によっております。同左

 

３．固定資産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　　ただし、建物（附属設備を除く）は

定額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

　　建物　　　　　　　　15～30年

工具器具及び備品　　４～15年

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　　ただし、建物（附属設備を除く）は

定額法によっております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

　　建物　　　　　　　　６～30年

工具器具及び備品　　４～20年

 ロ　無形固定資産

　 営業権

　 　３年間で均等償却しております。

 

ロ　無形固定資産

　 営業権

　 　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)

４．繰延資産の処理方法 イ　新株発行費

支出時に全額費用としております。

イ　　　────────────　　

 

ロ　　──────────── ロ　株式交付費

 　　支出時に全額費用としております。

 　（表示方法の変更）

 　 当事業年度より「繰延資産の会計処

　理に関する当面の取扱い」（企業会計基

　準委員会　平成18年８月11日 実務対応報

　告第19号）を適用しております。

　　これにより、前事業年度末まで新株発

　行に係る費用は「新株発行費」として

　表示しておりましたが、当事業年度より

　「株式交付費」として表示しておりま

　す。

  

５．引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

当社は、一般債権については貸倒実績率に

より、また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。なお、当期

は貸倒実績はありません。

イ　貸倒引当金

 　同左

  

 

ロ　賞与引当金

  当社は従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づき当事

業年度負担額を計上しております。

　（追加情報）

　従来、従業員賞与は業績比例により賞与

枠を算定し、支給予定額を未払費用に計上

しておりましたが、当事業年度に業績評価

期間が明確に定められたことにより、当該

期間に基づく賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。

　この結果、従来と比べて販売費及び一般

管理費が11,741千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が同額減少し

ております。

  

 

ハ　投資損失引当金

  関係会社に対する投資により発生の見込

まれる損失に備えるため、その資産内容等

を検討して計上しております。　
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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)

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方法によっており

ます。

 　同左

７．ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、特例処理によっており

ます。

イ　ヘッジ会計の方法

 　同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段・・・金利スワップ

　 ヘッジ対象・・・借入金の利息

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　同左

　 

 ハ　ヘッジ方針

　変動金利借入利息の将来の金利上昇によ

る増加を軽減することを目的に、変動金利

を受取り、固定金利を支払う金利スワップ

取引を行っております。

 ハ　ヘッジ方針

 　同左

ニ　ヘッジ有効性の評価

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略し

ております。

ニ　ヘッジ有効性の評価

 　同左

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

 　同左

 

会計処理方法の変更

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）

 （１）　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）　　　　　────────────

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

（１）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。

 

 (２)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。

　 なお、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。

　 これによる損益に与える影響はありません。
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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）

 

 (３)　　　　　　────────────

 

 

 

 

 

 

 (４)　　　　　────────────
            

 (３)ストックオプション等の会計基準

   当事業年度より会社法施行日以後に付与されたストック

 オプションについて、「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。

　 これによる損益に与える影響はありません。 

 

 (４)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。

 　これによる損益に与える影響はありません。
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　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）

　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、従来と比べ販売費及び一般管理費が6,593千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が同額減少しております。

 
            

　　　　　　　────────────
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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．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．　　　　────────────

授権株式数　　　普通株式 40,000株

発行済株式総数　普通株式 14,596.4株

  

  

  

※２．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。

※２．　　　　────────────

　　　　

 (千円)

流動資産  

未収入金 81,435

立替金 10,029

流動負債  

仮受金 38,327

  

３．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36,193千円で

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. 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は17％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は83％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. 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は17％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は83％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 41,708千円

給与手当 156,021

賞与 65,090

地代家賃 49,483

旅費交通費 36,169

支払手数料 36,187

接待交際費 40,757

減価償却費 4,649

貸倒引当金繰入額 16,023

役員報酬 65,432千円

給与手当 227,820

賞与 99,070

福利厚生費 48,271

地代家賃 70,488

旅費交通費 55,040

支払手数料 59,943

接待交際費 53,616

減価償却費 8,491

賞与引当金繰入額 11,741

  

※２．関係会社への取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

※２．関係会社へ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 2,573千円

関係会社からの雑収入 1,000千円

関係会社からの受取配当金 165,000千円
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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12月１日　至　平成18年11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。
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①　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）

当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。

当事業年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

当社は、リース契約１件当たりの金額が少額のため、注記を省略しております。

②　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。
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③　税効果会計関係

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．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   

未払事業税否認 20,894千円

貸倒引当金繰入額否認 6,519 

一括償却資産否認 2,085 

特定外国子会社留保金額 26,692 

子会社評価損否認 8,138 

会員権償却否認 43 

減価償却損金算入限度額超過額 27 

営業投資有価証券評価損 5,289 

計 69,691 

繰延税金負債   

営業投資有価証券評価差額金 △30,120 

計 △30,120 

繰延税金資産の純額 39,571 

繰延税金資産   

未払事業税否認 156,143千円

賞与引当金繰入額否認 4,777 

一括償却資産否認 1,265 

特定外国子会社留保金額 61,606 

子会社評価損否認 12,342 

会員権償却否認 86 

減価償却損金算入限度額超過額 27 

投資有価証券評価差額金 5,843 

投資損失引当金繰入額否認 51,913 

計 294,006 

   

繰延税金資産の純額 294,006 

  

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 40.69  

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.44  

住民税均等割額 0.04  

その他 0.83  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.00  

 

 　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100分の5以下で

 あるため注記を省略しております。
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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 79,391.51円

１株当たり当期純利益金額 30,180.74円

１株当たり純資産額 20,287.63円

１株当たり当期純利益金額 9,452.21円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
8,411.59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、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。

　平成18年３月21日付で１株を２株、平成18年７月11日付

で１株を10株とする株式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　　　　　　　　　3,969.58円

　１株当たり当期純利益金額　　　　　　1,509.04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株当たり当期純利益金額   

  当期純利益（千円） 382,480 2,784,263

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－)  　　　　　　　　　　（－）

　普通株式に係る当期純利益（千円） 382,480 2,784,263

　普通株式の期中平均株式数（株） 12,673 294,562

   

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（千円） － －

  普通株式増加数（株） － 36,441

  （うち新株予約権）  　　　　　　　　　　（－） (36,441)

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（新株予約権の数1,264

個）

 

 　　　　　　　　　 　－
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（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）

株式分割

　平成18年２月24日開催の当社の取締役会決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　　　　　　　 ────────────

　

１．平成18年３月21日付をもって普通株式１株を２株に分

割しております。

 

(1) 分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　　14,596.4株

 

 

(2) 分割方法

平成18年３月20日午後３時の株主名簿に記載された

株式の所有株数を、１株を２株の割合をもって分割

しております。

 

 

(3) 発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　　　29,192.8株

 

 

２．１株当たり情報に及ぼす影響

　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株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当期における１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとなります。

 

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

27,594.76円 39,695.75円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

14,582.58円 15,090.37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、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。
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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）

　平成18年６月23日開催の当社の取締役会決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。

　

１．平成18年７月11日付をもって普通株式１株を10株に分

割しております。

 

(1) 分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　 262,735.2株

 

 

(2) 分割方法

平成18年７月11日午後３時の株主名簿に記載された

株式の所有株数を、１株を10株の割合をもって分割

しております。

 

 

(3) 発行済株式総数

普通株式　　　　　　　　　　　　　 291,928株

 

 

２．１株当たり情報に及ぼす影響

　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株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当期における１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとなります。

 

　

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

2,759.47円 3,969.58円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

1,458.25円 1,509.04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、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。
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７．役員の異動
 

 　該当事項はありません。
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