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１．平成19年２月期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28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 ％

19年２月期 2,486 － 1,998 － 1,658 －

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 ％ ％ ％

19年２月期 1,604 － 10 06 － － 1.2 1.3 66.7

（注）①期中平均株式数 19年２月期 159,431,732株    

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対前期増減率は、設立初年度のため表示しておりません。

(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

19年２月期 132,476 130,374 98.4 817 77

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 159,425,838株    

②期末自己株式数 19年２月期 13,361株    

２．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 2,170 1,510 1,490

通期 4,350 3,050 2,990

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　18円19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

19年２月期 － － － 7.5 － 7.5 1,195 74.5 0.9

20年２月期（予想） － 7.5 － 7.5 － 15.0    

※　上記に記載した予想数値は、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ます。実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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８．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

当事業年度
（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 919

２．前払費用 12

３．短期貸付金  ※１ 2,000

４．その他  ※１ 310

流動資産合計 3,241 2.4

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物  15

減価償却累計額 0 15

２．工具・器具・備品  0

減価償却累計額 0 0

有形固定資産合計 15 0.0

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 26

無形固定資産合計 26 0.0

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 129,170

２．長期前払費用 4

３．敷金 17

投資その他の資産合計 129,192 97.6

固定資産合計 129,234 97.6

資産合計 132,476 100.0
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当事業年度
（平成19年２月28日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金  ※２ 2,000

２．未払金 53

３．未払費用 0

４．預り金  3

５．未払法人税等 16

６．その他 20

流動負債合計 2,094 1.6

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金 7

固定負債合計 7 0.0

負債合計 2,101 1.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本    

１．資本金 10,000 7.5

２．資本剰余金  

(1)資本準備金  118,787

資本剰余金合計  118,787 89.7

３．利益剰余金  

(1)その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  1,604

利益剰余金合計  1,604 1.2

４．自己株式 △17 △0.0

株主資本合計 130,374 98.4

純資産合計 130,374 98.4

負債純資産合計 132,476 100.0
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(2）損益計算書

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 ※１

１．受取配当金収入  1,589

２．経営指導料収入  896 2,486 100.0

営業総利益 2,486 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 ※２ 487 19.6

営業利益 1,998 80.4

Ⅲ　営業外収益

１．受取利息  0

２．情報提供料収入  20

３．その他 1 23 0.9

Ⅳ　営業外費用

１．支払利息 1

２．創立費 209

３．株式交付費 121

４．上場費用 23

５．その他 7 363 14.6

経常利益 1,658 66.7

Ⅴ　特別損失

　　事務所移転費用  5 5 0.2

税引前当期純利益 1,652 66.5

法人税、住民税及び事業
税

 48 2.0

当期純利益 1,604 64.5
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

株主資本

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18年９月１日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 － － － 128,787 128,787

事業年度中の変動額

当期純利益   － 1,604 1,604  1,604 1,604

自己株式の取得   －  － △17 △17 △17

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － 1,604 1,604 △17 1,586 1,586

平成19年２月28日　残高

（百万円）
10,000 118,787 118,787 1,604 1,604 △17 130,374 130,374

重要な会計方針

項目
当事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産　

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　８～15年

工具・器具・備品　　３～20年

(2）無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(3）長期前払費用

　定額法

 ３．繰延資産の処理方法 創立費は支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

金銭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

能見込額に基づき計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。
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項目
当事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

５．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。

６．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方法

　税抜方式を採用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

当事業年度
（平成19年２月28日現在）

※１　関係会社に対する資産

　短期貸付金 2,000百万円

  

 ※２　関係会社に対する負債

　短期借入金 2,000百万円

（損益計算書関係）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

※１　関係会社との取引高

受取配当金収入 1,589百万円

経営指導料収入 896

※２　販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

役員報酬 60百万円

賃金・給料・手当他 80

役員退職慰労引当金繰入額

退職給付費用

広告宣伝費

8

7

105

減価償却費 0

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式

普通株式　（注） － 13 － 13

合計 － 13 － 13

（注）当期増加株式数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引）

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券）

当事業年度（平成19年２月28日現在）における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。

（税効果会計）

当事業年度
（平成19年２月28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

未払事業税等 0百万円

役員退職慰労引当金 2

事務所移転費 2

減価償却費損金算入限度超過額 0

繰延税金資産小計 6

評価性引当額 △6

繰延税金資産合計 －

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

評価性引当額の増加額 0.4

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.7

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△39.1

住民税均等割等 0.0

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.9％

（企業結合等）

当事業年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

　　　持分プーリング法の適用

　　「６．連結財務諸表等　注記事項（企業結合等）」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

項目
当事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 817円77銭

１株当たり当期純利益 10円06銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
－

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり純資産額及び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。

項目
当事業年度

（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） 130,374

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
130,374

期末の普通株式の数（千株） 159,425

  

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 1,604

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,604

期中平均株式数（千株） 159,431

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

――――――

（重要な後発事象）

当事業年度（自 平成18年９月１日　至 平成19年２月28日）

　該当する事項はありません。
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