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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 2,703 △26.6 22 △84.5 18 △87.5

17年12月期 3,685 8.7 143 143.4 147 441.9

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12月期 11 △86.6 1,224 71 1,180 27 1.2 1.1 0.7

17年12月期 86 314.9 17,750 69 15,663 74 13.1 10.1 4.0

（注）①期中平均株式数 18年12月期 9,398株 17年12月期 4,847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。

(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12月期 1,609 1,020 63.4 107,574 57

17年12月期 1,629 974 59.8 106,724 45

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 9,483.44株 17年12月期 9,127.44株

②期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 1,411 12 7

通期 3,100 100 58

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）6,115円92銭

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

17年12月期 － － － 1,500 － 1,500 13 15.9 1.4

18年12月期 － － － 300 － 300 2 24.7 0.3

19年12月期（予想） － － － 1,500 － 1,500    

※　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連結添付資料の６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12月31日）
当事業年度

（平成18年12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   187,646   134,226   

２．受取手形 ※４  4,471   5,816   

３．売掛金   511,047   617,660   

４．商品   402,801   297,210   

５．貯蔵品   1,246   1,246   

６．前渡金   12,532   40,086   

７．前払費用   27,690   15,533   

８．繰延税金資産   4,142   1,924   

９．未収法人税等   －   23,216   

10．その他   8,115   7,463   

貸倒引当金   △514   △249   

流動資産合計   1,159,180 71.2  1,144,136 71.1 △15,044

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  39,838   40,351    

減価償却累計額  △17,564 22,273  △18,568 21,782   

２．車両運搬具  4,162   4,162    

減価償却累計額  △2,079 2,082  △2,991 1,170   

３．工具器具備品  397,430   472,031    

減価償却累計額  △225,293 172,137  △296,508 175,523   

４．土地   17,113   17,113   

有形固定資産合計   213,606 13.1  215,589 13.4 1,982

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   14,645   11,333   

２．その他   800   800   

無形固定資産合計   15,445 0.9  12,133 0.7 △3,311
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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   167,795   170,981   

２．関係会社株式   －   5,100   

３．出資金   30   30   

４．長期前払費用   －   3,756   

５．敷金保証金   61,791   52,997   

６．繰延税金資産   2,814   1,061   

投資その他の資産合計   232,431 14.3  233,926 14.5 1,495

固定資産合計   461,484 28.3  461,649 28.6 165

Ⅲ　繰延資産         

１．新株発行費   8,358   4,179   

繰延資産合計   8,358 0.5  4,179 0.3 △4,179

資産合計   1,629,023 100.0  1,609,965 100.0 △19,058
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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．買掛金   356,033   336,239   

２．未払金   53,675   64,488   

３．未払費用   44,586   －   

４．未払法人税等   62,550   －   

５．未払消費税等   3,071   16,593   

６．前受金   117,644   164,227   

７．預り金   17,149   7,597   

８．その他   189   641   

流動負債合計   654,902 40.2  589,788 36.6 △65,114

Ⅱ　固定負債   －   －   

固定負債合計   － 0.0  － 0.0 －

負債合計   654,902 40.2  589,788 36.6 △65,114

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  343,459 21.1  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  359,709   －    

資本剰余金合計   359,709 22.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  2,855   －    

２．当期未処分利益  268,026   －    

利益剰余金合計   270,882 16.6  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金 

  69 0.0  － － －

資本合計   974,120 59.8  － － －

負債資本合計   1,629,023 100.0  － － －
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  366,609 22.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   382,859    

資本剰余金合計   － －  382,859 23.8 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   2,855    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   265,845    

利益剰余金合計   － －  268,701 16.7 －

株主資本合計   － －  1,018,170 63.3 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  2,006 0.1  

評価・換算差額等合計   － －  2,006 0.1 －

純資産合計   － －  1,020,176 63.4 －

負債純資産合計   － －  1,609,965 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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．ネットワークソ
リューション売上高

 3,107,160   1,963,468    

２．ネットワークサービ
ス売上高

 578,150 3,685,310 100.0 739,784 2,703,252 100.0 △982,057

Ⅱ　売上原価         

１．期首商品たな卸高  229,687   402,801    

２．ネットワークサービ
ス原価

 232,226   399,756    

３．当期商品仕入高  2,843,246   1,535,913    

合計  3,305,160   2,338,471    

４．期末商品たな卸高  402,801   297,210    

５．他勘定振替高 ※１ 79,389 2,822,969 76.6 84,635 1,956,626 72.4 △866,343

売上総利益   862,341 23.4  746,626 27.6 △115,714

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  719,204 19.5  724,390 26.8 5,185

営業利益   143,136 3.9  22,236 0.8 △120,900

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息配当金  8   26    

２．受取家賃収入  －   1,468    

３．通貨オプション評価
益

 26,869   －    

４．補助金収入  －   752    

５．雑収入  7,317 34,195 0.9 1,351 3,597 0.1 △30,597

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  4,627   259    

２．為替差損  379   965    

３．株式公開関連費用  20,368   －    

４．新株発行費償却  4,179   4,179    

５．新株交付費  －   964    

６．解約精算金  －   977    

７．雑損失  22 29,576 0.8 69 7,416 0.2 △22,160

経常利益   147,755 4.0  18,417 0.7 △129,337

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ －   1,665    

２．貸倒引当金戻入  1,759 1,759 0.0 514 2,179 0.1 420

Ⅶ　特別損失         

１．商品除却損  2,996   －    

２．固定資産除却損 ※４ － 2,996 0.1 1,394 1,394 0.1 △1,601

税引前当期純利益   146,518 4.0  19,202 0.7 △127,316
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）

法人税、住民税及び
事業税

 61,585   5,518    

法人税等調整額  △1,109   2,692    

未払法人税等戻入額  － 60,476 1.6 △518 7,692 0.3 △52,784

当期純利益   86,042 2.3  11,510 0.4 △74,531

前期繰越利益   181,984   －   

当期未処分利益   268,026   －   
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ネットワークサービス原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）

Ⅰ　材料費  － － － － －

Ⅱ　労務費  83,807 36.1 92,467 23.1 8,659

Ⅲ　経費 ※１ 148,418 63.9 307,288 76.9 158,870

ネットワークサービス費
用

 232,226 100.0 399,756 100.0 167,530

期首仕掛品たな卸高  －  －   

合計  232,226  399,756   

期末仕掛品たな卸高  －  －   

ネットワークサービス原
価

 232,226  399,756   

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

外注費（千円） 87,659 230,111

減価償却費（千円） 27,876 33,240
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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（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年３月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   268,026

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  13,691 13,691

Ⅲ　次期繰越利益   254,335

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等  

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

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
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高 343,459 359,709 359,709 2,855 268,026 270,882 974,051 69 69 974,120

当事業年度中の変動額           

新株の発行 23,150 23,150 23,150    46,300   46,300

剰余金の配当     △13,691 △13,691 △13,691   △13,691

当期純利益     11,510 11,510 11,510   11,510

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

       1,936 1,936 1,936

当事業年度中の変動額合

計
23,150 23,150 23,150 － △2,180 △2,180 44,119 1,936 1,936 46,055

平成18年12月31日残高 366,609 382,859 382,859 2,855 265,845 268,701 1,018,170 2,006 2,006 1,020,176
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(4）キャッシュ・フロー計算書

　当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）については、連結財務諸表を作成しているため、

キャッシュ・フロー計算書は記載しておりません。

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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  146,518

減価償却費  84,935

貸倒引当金の減少額  △1,759

受取利息及び受取配当金  △8

支払利息  4,627

新株発行費償却  4,179

為替差損  207

通貨オプション評価益  △26,869

売上債権の増加額  △220,711

たな卸資産の増加額  △174,359

前渡金の増加額  △11,353

その他資産の増加額  △11,481

仕入債務の減少額  △141,376

未払金の増加額  3,067

未払費用の減少額  △19,286

未払消費税等の減少額  △1,213

前受金の増加額  32,647

その他負債の増加額  2,117

役員賞与の支払額  △5,250

小計  △335,368

利息及び配当金の受取額  8

利息の支払額  △4,627

法人税等の支払額  △7,919

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △347,906
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △105,679

無形固定資産の取得によ
る支出

 △7,136

投資有価証券の取得によ
る支出

 △57,258

貸付けによる支出  △550

貸付金の回収による収入  395

敷金保証金の預入による
支出

 △19,910

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △190,140

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入金の返済による
支出

 △213,928

新株の発行による収入  545,210

配当金の支払額  △4,602

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 326,680

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △207

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △211,574

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 399,221

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 187,646
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1) 有価証券

①　　　　――――――

 

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。

(1) 有価証券

①関係会社株式

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

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．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法を採用しております。

(1）　　　　 ――――――

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）たな卸資産

・商品、仕掛品

　総平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）たな卸資産

・商品、仕掛品

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（３年ないし５年）に基づく償却をし

ております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　商法施行規則に規定する最長期間

（３年）で毎期均等額を償却しており

ます。

(2）　　　　 ――――――

(1）新株発行費

同左

 

 

(2）株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

６．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。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

７．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

８．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

９．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

――――――

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

通貨スワップ

通貨オプション

 

 

 

 

ヘッジ対象…外貨建購入予定取引  

(3) ヘッジ方針

　取引限度額及び取引権限を定めた社

内管理規定に従って、将来購入する業

務用資産に係る、外貨建債務の為替変

動リスクをヘッジしております。

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジに高い

有効性があるとみなされるため、有効

性の評価については省略しております。

 

 

10．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ヶ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。

――――――

11.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。

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17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

　当事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は1,020,176千円

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。

　 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　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19号）を適用しております。これに伴い、

「新株発行費」については「株式交付費」として表示し

ております。これにより、当事業年度において新たに発

生した新株交付費については、年数を基準とした償却方

法から、発生時に全額を費用処理とする方法に変更して

おります。

　この結果、従来の基準に基づく償却方法によった場合

に比べ、経常利益、税引前当期純利益は各々642千円減少

しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（外形標準課税の計上方法）

「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4,600千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が4,600

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12月31日）

当事業年度
（平成18年12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 32,000株

発行済株式総数 普通株式 9,127.44株

   ２．配当制限 ２．　　　　　　 ――――――

　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69千円であ

ります。

　３．当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　３．当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 （千円）

当座貸越限度額の総額 330,000

借入実行残高 －

差引額 330,000

 （千円）

当座貸越限度額の総額        800,000

借入実行残高  －

差引額        800,000

※４．　　　　　　 ―――――― ※４．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の

末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。期末日満期手形の

金額は次のとおりであります。

受取手形 21,310千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 （千円）

販売費への振替高 2,546

その他 76,843

計 79,389

 （千円）

販売費への振替高 3,313

その他 81,321

計 84,635

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は６％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は94％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。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は４％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は96％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。

 （千円）

役員報酬 38,239

給料手当 294,477

法定福利費 38,875

減価償却費 57,059

地代家賃 93,204

 （千円）

役員報酬 32,833

給料手当 312,702

法定福利費 44,345

減価償却費 57,923

地代家賃 87,840

※３．　　　　　　　　―――――― ※３．固定資産売却益は、工具器具備品1,665千円であり

ます。

※４．　　　　　　　　―――――― ※４．固定資産除却損は、建物518千円、工具器具備品876

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18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 187,646

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金及び現金同等物 187,646

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書」の注記に関しま

しては、連結財務諸表における注記事項として記載しております。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

（借主側） （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

 

有形固定資産

（建物）

（千円）

合計

 

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額

相当額
2,500 2,500

期末残高相当額 581 581

 

有形固定資産

（建物）

（千円）

有形固定資産

(工具器具備品)

（千円）

合計

 

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,666 6,748

減価償却累計額

相当額
2,905 366 3,271

期末残高相当額 176 3,299 3,476

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年以内 793千円

１年超 547千円

合計 1,341千円

１年以内    1,280千円

１年超    2,566千円

合計      3,846千円

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 834千円

減価償却費相当額 719千円

支払利息相当額 72千円

支払リース料    1,200千円

減価償却費相当額    771千円

支払利息相当額   40千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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、残価保証金額を残存価

額として計算した法定定率法の償却費に、10／９を

乗じる方法（10／９定率法) によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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、残価保証金額を残存価

額として計算した法定定率法の償却費に、10／９を

乗じる方法（10／９定率法) によっております。

利息相当額の算定方法

・　支払利息相当額は利息法に基づくものであります。

利息相当額の算定方法

・　支払利息相当額は利息法に基づくものであります。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失がないため、項目等の記

載は省略しております。
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②　有価証券

前事業年度（平成17年12月31日現在）

 １．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年12月31日）

取得原価

（千円）

貸借対照表計

上額 (千円)
差額（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

株式 750 1,026 276

小計 750 1,026 276

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

株式 715 555 △160

小計 715 555 △160

合計 1,465 1,581 116

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前事業年度
（平成17年12月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 165,184

投資事業有限責任組合への出

資 
1,030

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券」の注記に関しましては、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引等で

あります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

　原則として、繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段 … 為替予約取引、

通貨スワップ、

通貨オプション

ヘッジ対象 … 外貨建購入予定取引

ヘッジ方針

　取引限度額及び取引権限を定めた社内管理規定に　

従って、将来購入する業務用資産に係る、外貨建債務

の為替変動リスクをヘッジしております。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有して

おります。

　なお、取引相手は高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引限度

額及び取引権限を定めた社内管理規程に従い、管理部員

が経理担当役員の承認を得て行っております。
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1）通貨関連

区分 種類

前事業年度（平成17年12月31日現在）

契約額等（千円）
時価

（千円）
評価損益
（千円）

 
うち１年超
（千円）

市場取

引以外

の取引

通貨オプション取引     

売建     

プット － － － －

千米ドル     

買建     

コール － － － －

千米ドル     

合計 － － － －

前事業年度  

　（注）１．時価の算定方法  

時価の算定方法については、取引先金融機関

等から提示された価格等に基づき算定してお

ります。

 

２．オプション取引における括弧書きは、当該取

引における契約額が外貨建てであるため、当

該外貨額を記載しております。（単位：千米

ドル）

 

３．通貨オプション取引はゼロコストオプション

であり、オプション料の授受はなく、貸借対

照表に計上したオプション料はありません。

 

４．上記以外の取引については、ヘッジ会計を適

用し損益を繰延べているため、注記の対象外

としております。

 

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引」の注記に関しましては、

連結財務諸表における注記事項として記載しております。

④　退職給付

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社は退職金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。

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「退職給付」の注記に関しましては、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12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内

訳

 （千円）

（繰延税金資産）  

未払事業税 4,019

ソフトウェア償却限度超過額 474

有価証券評価損 397

投資有価証券評価損 1,988

貸倒引当金否認額 122

繰延税金資産計 7,002

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 46

繰延税金負債計 46

繰延税金資産の純額 6,956

 （千円）

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924

ソフトウェア償却限度超過額 －

有価証券評価損 397

投資有価証券評価損 2,330

貸倒引当金否認額 －

繰延税金資産計 4,652

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666

繰延税金負債計 1,666

繰延税金資産の純額 2,985

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

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。

同左

⑥　持分法損益等

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」の注記に関しましては、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び主

要株主
渡部　進 － －

当社代表

取締役

(被所有)

直接 57.3
－ －

有価証券の購

入

(注)２(1)

31,537
投資有価証

券
31,537

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等及び主

要株主

㈲シーク

ス

神奈川県

横須賀市
3,000

機器・車

両及び建

物の賃貸

(被所有)

直接 6.1

兼任

２人

建物の

賃借

建物の賃借

(注)２(2)
450 － －

　（注）１．上記(1）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）未公開の株式であるため、売買単価は直近の取引価格を参考に平成17年10月31付開催の取締役会決議にて

決定しております。

(2）建物の賃借料の支払については、市場での取引価格を勘案して決定しております。

（注）　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記に関しましては、

連結財務諸表における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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 106,724円45銭

１株当たり当期純利益金額 17,750円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

15,663円74銭

１株当たり純資産額        107,574円57銭

１株当たり当期純利益金額       1,224円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

      1,180円27銭

　当社は平成17年８月30日付で株式１株を２株とする株式

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 110,857円81銭

１株当たり当期純利益金額 5,048円09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、旧商法第341条ノ18に基づく新株引受権付社債、旧商

法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権の残高

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。

   

　 　

 

　（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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 86,042 11,510

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） 86,042 11,510

普通株式の期中平均株式数（株） 4,847 9,398

   

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） 646 354

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

―――――― ―――――― 
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

新株予約権方式によるストックオプション制度

平成18年３月29日開催の第16期定時株主総会において、商

法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストッ

クオプションとして、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ことを決議いたしました。

――――――
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７．役員の異動

 　該当事項はありません。

 

 

－ 24 －


