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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 （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12月期 2,838 20.8 258 20.1 1,329 92.4

17年12月期 2,348 4.7 215 △7.6 691 299.1

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 1,204 104.5 10,000 38 8,569 46 32.6 25.3 46.9

17年12月期 589 573.7 5,027 37 4,234 12 21.1 20.3 29.4

（注）①期中平均株式数 18年12月期 120,460株 17年12月期 117,160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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 6,526 4,268 65.4 35,148 21

17年12月期 3,991 3,121 78.2 26,303 13

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 121,371株 17年12月期 118,671株

②期末自己株式数 18年12月期  - 株 17年12月期 8.85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

通期 3,760 2,360 2,080

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）17,137円54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
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期  - 1,000 1,000 118 19.9 3.8

18年12月期  - 1,500 1,500 182 15.0 4.9

19年12月期（予想）  - 1,500 1,500    

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、リスクや不確定な

要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。
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７．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   452,135   521,942  69,806

２　売掛金 ※１  128,890   23,953  △104,936

３　前払費用   38,432   53,442  15,010

４　未収入金   149,113   100,762  △48,351

５　繰延税金資産   22,716   32,799  10,082

６　未収還付法人税等   54,207   120,927  66,719

７　その他   542   5,617  5,075

流動資産合計   846,038 21.2  859,443 13.2 13,405

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  60,168   60,837    

減価償却累計額  △13,572 46,595  △20,203 40,633  △5,962

(2) 工具器具及び備品  80,393   82,669    

減価償却累計額  △41,587 38,805  △53,702 28,967  △9,838

有形固定資産合計   85,401 2.1  69,600 1.1 △15,800

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   9,551   9,060  △490

無形固定資産合計   9,551 0.2  9,060 0.1 △490

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   2,212,469   1,379,728  △832,740

(2）関係会社株式   490,197   572,897  82,700

(3）関係会社出資金   131,966   －  △131,966

(4）その他の関係会社有
価証券

  －   3,121,341  3,121,341

(5）敷金及び保証金   215,410   418,123  202,713

(6）その他   －   95,866  95,866

投資その他の資産合計   3,050,043 76.5  5,587,957 85.6 2,537,913

固定資産合計   3,144,996 78.8  5,666,619 86.8 2,521,622

資産合計   3,991,034 100.0  6,526,063 100.0 2,535,028
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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　短期借入金 ※１  －   1,037,000  1,037,000

２　未払金 ※１  91,275   179,559  88,283

３　未払消費税等   10,772   93,132  82,359

４　未払法人税等   26,459   33,366  6,906

５　前受金 ※１  675,758   809,611  133,852

６　預り金   33,462   50,020  16,557

７　賞与引当金   25,000   42,000  17,000

８　その他   2,850   4,412  1,561

流動負債合計   865,579 21.7  2,249,102 34.5 1,383,522

Ⅱ　固定負債         

１　繰延税金負債   4,036   8,655  4,618

固定負債合計   4,036 0.1  8,655 0.1 4,618

負債合計   869,616 21.8  2,257,757 34.6 1,388,141

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  1,173,200 29.3  － － △1,173,200

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   1,141,691   －  △1,141,691

資本剰余金合計   1,141,691 28.6  － － △1,141,691

Ⅲ　利益剰余金         

１　当期未処分利益   805,624   －  △805,624

利益剰余金合計   805,624 20.2  － － △805,624

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※６  6,363 0.2  － － △6,363

Ⅴ　自己株式 ※５  △5,461 △0.1  － － 5,461

資本合計   3,121,418 78.2  － － △3,121,418

負債及び資本合計   3,991,034 100.0  － － △3,991,034
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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   － －  1,199,465 18.4 1,199,465

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,167,441    

資本剰余金合計   － －  1,167,441 17.9 1,167,441

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   1,886,133    

利益剰余金合計   － －  1,886,133 28.9 1,886,133

株主資本合計   － －  4,253,040 65.2 4,253,040

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  12,932 0.2 12,932

評価・換算差額等合計   － －  12,932 0.2 12,932

Ⅲ　新株予約権   － －  2,332 0.0 2,332

純資産合計   － －  4,268,305 65.4 4,268,305

負債純資産合計   － －  6,526,063 100.0 6,526,063
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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  2,348,624 100.0  2,838,260 100.0 489,636

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※1.2  2,133,309 90.8  2,579,736 90.9 446,427

営業利益   215,315 9.2  258,524 9.1 43,209

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息  2,097   240    

２　受取配当金 ※１ 480,000   1,065,000    

３　為替差益  －   12,805    

４　その他  385 482,482 20.5 916 1,078,963 38.0 596,480

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息 ※１ 375   7,469    

２　新株発行費  4,589   －    

３　為替差損  1,648   －    

４　その他  － 6,613 0.3 193 7,663 0.3 1,050

経常利益   691,184 29.4  1,329,824 46.9 638,639

Ⅴ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 159 159 0.0 － － － △159

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 2,015   482    

２　関係会社出資金売却損  569   －    

３　関係会社株式清算損  － 2,585 0.1 1,142 1,625 0.1 △959

税引前当期純利益   688,758 29.3  1,328,198 46.8 639,440

法人税、住民税及び事
業税

 104,692   133,554    

法人税等調整額  △4,943 99,749 4.2 △9,996 123,557 4.4 23,808

当期純利益   589,009 25.1  1,204,641 42.4 615,632

前期繰越利益   216,615   －  －

当期未処分利益   805,624   －  －
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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

株主総会承認年月日  
前事業年度

平成18年３月30日

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   805,624

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  118,671 118,671

Ⅲ　次期繰越利益   686,953

    

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）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

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（千円） 1,173,200 1,141,691 1,141,691 805,624 805,624 △5,461 3,115,054

事業年度中の変動額        

新株の発行 26,265 25,749 25,749 － － － 52,015

剰余金の配当 － － － △118,671 △118,671 － △118,671

当期純利益 － － － 1,204,641 1,204,641 － 1,204,641

自己株式の消却 － － － △5,461 △5,461 5,461 －

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）

26,265 25,749 25,749 1,080,508 1,080,508 5,461 1,137,985

平成18年12月31日残高（千円） 1,199,465 1,167,441 1,167,441 1,886,133 1,886,133 － 4,253,040

 

評価・換算差額等

新株予約権 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12月31日残高（千円） 6,363 6,363 2,850 3,124,269

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 52,015

剰余金の配当 － － － △118,671

当期純利益 － － － 1,204,641

自己株式の消却 － － － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

6,568 6,568 △518 6,050

事業年度中の変動額合計　（千
円）

6,568 6,568 △518 1,144,036

平成18年12月31日残高（千円） 12,932 12,932 2,332 4,268,305
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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　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連株式

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として処理して

おります。また評価差額は全部資本

直入法により処理しております。）

（匿名組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「７(1）匿名組合出資

金の会計処理」に記載しておりま

す。）

（投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、持分相当額

を純額で取り込む方法によっており

ます。）

(2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

（外貨建その他有価証券は、決算日

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は評価差額として処理して

おります。また評価差額は全部純資

産直入法により処理しておりま

す。）

（匿名組合出資金は個別法によって

おり、詳細は「７(1）匿名組合出資

金の会計処理」に記載しておりま

す。）

（投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、持分相当額

を純額で取り込む方法によっており

ます。）

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法により償却しております。

　なお、主な耐用年数は、建物15年、車

両及び運搬具６年、工具器具及び備品４

～８年であります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法により償却しております。

　なお、主な耐用年数は、建物15年、工

具器具及び備品４～８年であります。

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づき定額法により償却

しております。

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等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れ実績

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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、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。

(2）賞与引当金

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

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　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）匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合出資を行うに際して、匿名組

合の財産の持分相当額を「投資有価証

券」として計上しております。

　匿名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額については「売上高」に

計上するとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、投資先の営業者からの出

資金の払い戻しについては、「投資有価

証券」を減額させております。

(1）匿名組合出資金の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

　税抜方式により処理しております。

(2）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

　従来、共同投資による収益は営業外収益に計上しており

ましたが、当事業年度より売上高に含めて計上しておりま

す。この変更は、新たなファンドの組成等による共同投資

の増加により、共同投資を主たる業務活動の一環として位

置づけ、損益区分において営業活動の成果をより適正に表

示するために行ったものであります。

　この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、

売上高及び営業利益はそれぞれ55,657千円増加し、営業外

収益は同額減少しましたが、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。

 

――――――

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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）

　当事業年度から「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4,265,973千円

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

　「為替差損」は営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため、区分掲記することとしました。なお、前事業年度は

営業外費用の「その他」に1,167千円含まれております。

（貸借対照表）

　「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成17年法律第87号）第２条第２項により、旧有限会社

法に規定する有限会社に対する出資持分が有価証券とみな

されることとなったため、前事業年度まで投資その他の資

産の「その他」として表示していた有限会社に対する出資

持分（前事業年度74,700千円）を、当事業年度より投資そ

の他の資産の「関係会社株式」として表示しております。

　この変更により、関係会社株式は56,700千円増加してお

ります。
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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

　「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、当事業年度より「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8,847千円増加し、

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。

――――――
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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　関係会社に対する資産及び負債 ※１　関係会社に対する資産及び負債

売掛金 125,998千円

前受金 675,758千円

売掛金 21,705千円

短期借入金 1,037,000千円

未払金 77,695千円

未払利息 4,088千円

前受金 809,611千円

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

借入実行残高 －千円

当座貸越限度額及び貸出コミッ

トメントの総額
3,600,000千円

借入実行残高 －千円

　３　不動産売買契約に伴う偶発債務は、以下のとおりで

あります。

　３　　　　　　　　　――――――

違約金支払義務 255,000千円

※４　会社が発行する株式 ※４　　　　　　　　　――――――

普通株式 270,000株

発行済株式総数

普通株式 118,679.85株

※５　自己株式の保有数 ※５　　　　　　　　　――――――

普通株式 8.85株

※６　配当制限

　商法施行規則第124条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6,363千円であり

ます。

※６　　　　　　　　　――――――
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（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　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。

※１　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。

売上高 2,214,353千円

販売費及び一般管理費 45,384千円

受取配当金 480,000千円

売上高 2,711,503千円

受取配当金 1,065,000千円

支払利息 4,088千円

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

調査費 8,921千円

役員報酬 182,847千円

給与手当 777,961千円

賞与 312,110千円

賞与引当金繰入額 25,000千円

顧問料 45,759千円

交際費・会議費 49,275千円

地代家賃 142,484千円

業務委託手数料 45,384千円

減価償却費 20,194千円

調査費 9,829千円

役員報酬 186,350千円

給与手当 991,824千円

賞与 432,540千円

賞与引当金繰入額 42,000千円

法定福利費 141,707千円

顧問料 55,610千円

交際費・会議費 54,347千円

地代家賃 189,205千円

減価償却費 25,158千円

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※３　　　　　　　　　――――――

車両及び運搬具 159千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 2,015千円 工具器具及び備品 482千円

（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当期増加株式数

（株）
当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式　（注） 8.85 － 8.85 －

合計 8.85 － 8.85 －

 　（注）　普通株式の自己株式の減少8.85株は、自己株式の消却による減少であります。
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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・リース取引に係る注記

　リース取引は重要性が低いため注記を省略しております。

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・リース取引に係る注記

同左

②　有価証券

前事業年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　子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18年１月１日　至平成18年12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主な発生原因別の内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内

訳

（繰延税金資産）  

（流動資産）  

未払事業税 7,054千円

未払費用 4,743千円

賞与引当金損金算入限度超過額 10,175千円

その他 743千円

繰延税金資産（流動）合計 22,716千円

  

（固定資産）  

減価償却費繰入限度超過額 295千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △295千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

  

（繰延税金負債）  

（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 4,331千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △295千円

繰延税金負債（固定）合計 4,036千円

（繰延税金資産）  

（流動資産）  

未払事業税 8,645千円

未払費用 3,205千円

賞与引当金損金算入限度超過額 17,094千円

匿名組合出資金評価額 2,772千円

その他 1,081千円

繰延税金資産（流動）合計 32,799千円

  

（固定資産）  

減価償却費繰入限度超過額 209千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △209千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

  

（繰延税金負債）  

（固定負債）  

その他有価証券評価差額金 8,864千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △209千円

繰延税金負債（固定）合計 8,655千円

２　法定実効税率と税効果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 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.4

役員賞与否認 0.3

住民税均等割 0.1

子会社配当金の益金不算入 △28.3

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
14.5

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.3

住民税均等割 0.1

子会社配当金の益金不算入 △32.6

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
9.3
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 26,303円13銭 35,148円21銭

１株当たり当期純利益 5,027円37銭 10,000円38銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,234円12銭 8,569円46銭

　（注）１．１株当たり当期純資産額の算定上の基礎

 
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

純資産の部の合計額 － 4,268,305千円

純資産の部の合計額から控除する金額 － 2,332千円

（うち新株予約権） (－) (2,332千円)

普通株式に係る期末の純資産額 － 4,265,973千円

期末の普通株式の数 － 121,371株

　　　　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 
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

当期純利益 589,009千円 1,204,641千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 589,009千円 1,204,641千円

普通株式の期中平均株式数 117,160株 120,460株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳
－ －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
新株予約権　　　　　21,950株 新株予約権　　　　　20,114株

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

平成17年３月30日

　定時株主総会特別決議

　　新株予約権　　　　 600株

平成17年３月30日

　定時株主総会特別決議

　　新株予約権　　　 1,290株

平成18年３月30日

　定時株主総会特別決議

　　新株予約権　　　 1,100株
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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

（新株予約権の付与）

　平成18年３月30日開催の定時株主総会において、商法第

280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストック

オプションとして新株予約権を発行することを決議いたし

ました。発行予定の新株予約権の概要は以下のとおりであ

ります。

(1）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　当社普通株式3,000株を上限とする。

(2）発行する新株予約権の総数

　3,000個を上限とする。

(3）新株予約権の発行価額

　無償とする。

(4）新株予約権行使時の払込金額

　１株当たり払込金額は、新株予約権発行日の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証

券取引所における当社普通株式の終値（以下「終値」と

いう。）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。但し、当該金額が新株予約権発行日

の前営業日（当日に取引がない場合は、その日に先立つ

直近日）の終値を下回る場合は、当該終値とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

　平成18年10月１日から平成24年９月30日までの期間で、

取締役会の決議で定める期間とする。

(6）新株予約権の行使の条件

①対象者の相続人による新株予約権の行使は認められな

い。

②その他の条件は、取締役会決議により決定する。

(7）新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

る。

　該当事項はありません。
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８．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】

①　監査役候補

　　　常勤監査役　　若色　和夫　（現　常勤監査役）

　　　非常勤監査役　宇野　紘一　（現　非常勤監査役）

　　　非常勤監査役　栗原　脩　　（現　非常勤監査役）

　　　※　若色　和夫氏、宇野　紘一氏及び栗原　脩氏は、社外監査役の候補者であります。

②　補欠監査役候補

補欠監査役　　恩田　饒　　（現　補欠監査役）

（株式会社シーマ　代表取締役社長）

※　恩田　饒氏は、社外監査役の候補者であります。

（就退任予定日）

平成19年３月28日
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