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１　19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 11,258 (14.6) 500 (90.9) 453 (69.3)

18年２月期 9,826 (22.0) 262 (55.2) 267 (△16.3)

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 23 (△78.6) 103 45 103 10 0.8 9.6 4.0

18年２月期 108 (123.4) 483 77 478 0 3.6 5.9 2.7

（注）①期中平均株式数 19年２月期              225,640株 18年２月期       225,080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

19年２月期 4,822 3,021 62.5 13,335 45

18年２月期 4,669 3,003 64.3 13,321 95

（注）期末発行済株式数 19年２月期              225,830株 18年２月期       225,460株

２　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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 5,500 50 30

通　期 12,500 600 250

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1,107円02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

18年２月期 ― 100 100 22 20.7 0.8

19年２月期 ― 100 100 22 96.7 0.7

20年２月期（予想） ― 100 100    

＊　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で判断したものであります。予想には様々な不確定

要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠

して投資等の判断を行なうことは差し控えください。
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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18年２月28日)
当事業年度

(平成19年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,325,949   1,679,698  

２　受取手形   23,800   17,100  

３　売掛金   1,252,606   1,177,976  

４　仕掛品   86,730   9,822  

５　貯蔵品   1,305   1,684  

６　前払費用   30,941   49,346  

７　繰延税金資産   32,805   46,566  

８　関係会社短期貸付金   100,250   69,000  

９　その他   65,153   18,016  

10　貸倒引当金   △6,025   △5,648  

流動資産合計   2,913,516 62.4  3,063,561 63.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物  49,525   155,517   

減価償却累計額  35,602 13,923  25,548 129,969  

(2) 器具備品  196,314   200,143   

減価償却累計額  137,797 58,517  120,314 79,829  

有形固定資産合計   72,441 1.6  209,798 4.4

２　無形固定資産        

(1) 商標権   1,945   1,731  

(2) ソフトウェア   272,787   241,461  

(3) ソフトウェア仮勘定   62,050   51,404  

(4) 電話加入権   1,764   1,764  

無形固定資産合計   338,546 7.2  296,361 6.1

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   205,538   143,357  

(2) 関係会社株式   903,673   711,655  

(3) 出資金   1,600   500  

(4) 関係会社出資金   5,700   ―  

(5) 長期貸付金   85,533   76,744  

(6) 関係会社長期貸付金   4,000   51,500  

(7) 破産・更生債権等   12,055   15,802  

(8) 長期前払費用   1,105   7,732  

(9) 繰延税金資産   99,713   67,133  

(10) 敷金保証金   236,679   311,739  

(11) その他   37,046   48,316  

(12) 貸倒引当金   △83,514   △118,548  

(13）投資損失引当金   △164,422   △63,393  

投資その他の資産合計   1,344,710 28.8  1,252,540 26.0

固定資産合計   1,755,698 37.6  1,758,699 36.5

資産合計   4,669,215 100.0  4,822,261 100.0
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前事業年度

(平成18年２月28日)
当事業年度

(平成19年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　営業未払金   735,637   678,541  

２　短期借入金   200,000   100,000  

３　１年内返済予定長期借入
金

  254,800   215,000  

４　未払金   83,993   130,548  

５　未払費用   56,177   56,537  

６　未払法人税等   153   142,852  

７　未払消費税等   93,183   78,106  

８　前受金   4,653   2,782  

９　預り金   36,519   20,420  

10　その他   2,722   14,584  

流動負債合計   1,467,841 31.5  1,439,374 29.8

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   150,000   317,500  

２　退職給付引当金   44,766   40,900  

３　預り保証金   3,040   3,040  

固定負債合計   197,806 4.2  361,440 7.5

負債合計   1,665,647 35.7  1,800,814 37.3

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  1,028,610 22.0  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   264,022   ―  

２　その他資本剰余金        

(1) 資本準備金減少差益  1,603,677 1,603,677  ― ―  

資本剰余金合計   1,867,700 40.0  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

１　当期未処分利益   105,845   ―  

利益剰余金合計   105,845 2.3  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,411 0.0  ― ―

資本合計   3,003,567 64.3  ― ―

負債資本合計   4,669,215 100.0  ― ―
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前事業年度

(平成18年２月28日)
当事業年度

(平成19年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  1,034,313 21.4

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  －   269,726   

(2）その他資本剰余金  －   1,603,677   

資本剰余金合計   － －  1,873,403 38.9

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   106,640   

利益剰余金合計   － －  106,640 2.2

株主資本合計   － －  3,014,358 62.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  △2,814 △0.0

評価・換算差額等合計   － －  △2,814 △0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  9,902 0.2

純資産合計   － －  3,021,446 62.7

負債純資産合計   － －  4,822,261 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   9,826,349 100.0  11,258,626 100.0

Ⅱ　売上原価   7,561,324 76.9  8,536,138 75.8

売上総利益   2,265,025 23.1  2,722,488 24.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,002,744 20.4  2,221,867 19.8

営業利益   262,280 2.7  500,621 4.4

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息配当金  8,008   4,972   

２　投資有価証券売却益  14,562   1,126   

３　その他  4,446 27,018 0.2 5,668 11,766 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  8,829   10,491   

２　貸倒引当金繰入額  ―   27,500   

 ３　新株発行費  4,876   ─   

 ４　株式交付費  ─   529   

 ５　投資事業組合投資損失  6,274   7,826   

６　その他  1,631 21,612 0.2 12,739 59,086 0.5

経常利益   267,686 2.7  453,301 4.0

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  9,540   1,950   

２　投資損失引当金戻入益  ― 9,540 0.1 53,945 55,895 0.5

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※２ 182   ―   

２　固定資産除却損 ※３ 263   2,940   

３　投資有価証券評価損  44,607   48,000   

４　投資損失引当金繰入額  2,382   ―   

５　子会社整理損  8,067   ―   

６　臨時償却費  12,220   12,220   

７  関係会社株式評価損  ―   134,310   

８  子会社株式売却損  ―   9,962   

９  本社移転費用  ―   57,417   

10  減損損失 ※４ ― 67,723 0.7 51,821 316,673 2.8

税引前当期純利益   209,503 2.1  192,523 1.7
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前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

法人税、住民税及び事業
税

 26,359   147,463   

法人税等調整額  74,257 100,616 1.0 21,718 169,181 1.5

当期純利益   108,887 1.1  23,341 0.2

前期繰越損失   3,042   ―  

当期未処分利益   105,845   ―  

        

売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　期首仕掛品棚卸高  ― ― 86,730 1.0

Ⅱ　業務委託費  3,144,643 41.6 3,630,927 42.5

Ⅲ　労務費  4,405,587 58.3 4,714,037 55.2

Ⅳ　経費  97,823 1.3 114,264 1.4

Ⅴ　期末仕掛品棚卸高  △86,730 △1.2 △9,822 △0.1

売上原価  7,561,324 100.0 8,536,138 100.0
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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

(平成18年５月25日)

区分
注記
番号

金額(千円)

（当期未処分利益の処分）    

Ⅰ　当期未処分利益   105,845

Ⅱ　利益処分額    

１  配当金  22,546 22,546

Ⅲ　次期繰越利益   83,299

    

　（注）　日付は株主総会承認日です。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本  評価・換算差額等

 新株予約
権

純資産合
計 

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 資本準備金
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他剰余
金

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金

平成18年２月28日残

高（千円）
1,028,610 264,022 1,603,677 1,867,700 105,845 105,845 3,002,155 1,411 1,411 ― 3,003,567

当事業年度中の変動

額

新株の発行

（千円）
5,703 5,703  5,703  ― 11,407  ―  11,407

剰余金の配当

（千円）（注）
   ― △22,546 △22,546 △22,546  ―  △22,546

当期純利益

（千円）
   ― 23,341 23,341 23,341  ―  23,341

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

（千円）

   ―  ― ― △4,226 △4,226 9,902 5,676

当事業年度中の変動

額合計

（千円）

5,703 5,703 ― 5,703 795 795 12,202 △4,226 △4,226 9,902 17,879

平成19年２月28日残

高（千円）
1,034,313 269,726 1,603,677 1,873,403 106,640 106,640 3,014,358 △2,814 △2,814 9,902 3,021,446

（注）　平成18年５月25日開催定時株主総会決議による利益処分項目であります。 
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３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

(1) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

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

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は総平均法により算

定）

(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、売却原価は総平均法により算

定）

時価のないもの

　総平均法による原価法

　なお、投資事業組合（投資事業有限

責任組合含む）への出資金に係る会計

処理は、組合の資産、負債、収益及び

費用を出資持分割合に応じて計上して

おります。

時価のないもの

同左

２　デリバティブ取引により

生じる正味の債権及び債

務の評価基準及び評価方

法

時価法

（ただし、特例処理の要件を満たしている

場合には、特例処理によっております。）

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品　個別法による原価法

貯蔵品　最終仕入原価原価法による

　　　　原価法

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。

建物及び構築物　３～15年

器具備品　　　　３～15年

（追加情報）

　新本社移転計画に伴い、除却予定の

建物等について、耐用年数を除却予定

時までの期間に変更しております。こ

の結果、臨時償却費12,220千円を特別

損失に計上しております。

(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、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可能期間

（３～５年）による定額法を採用してお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

 

(3) 長期前払費用

　均等償却によっております。

(3) 長期前払費用

同左

５　繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2) 株式交付費

───────  

 

(1) 新株発行費

─────── 

 

(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。
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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

別に回収可能性を検討し、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) 投資損失引当金

　子会社株式及び関連会社株式の実質価

値の低下による損失に備えて、その財政

状態等を勘案して必要と認められる額を

計上しております。

(2) 投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

　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計上し

ております。

(3）賞与引当金

同左

（追加情報）

  賞与のうち年２回支給する給与加算額

はその支給対象期間が会計期間に一致し

ているため、引当金の計上はありません。

賞与のうち業績連動部分については、当

事業年度における支給見込はありません。

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

７　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

８　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

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) 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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

　当社は、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なっ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行なっております。

(3) ヘッジ方針

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、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長期借入金と金利スワップの金利改定

条件が一致している。

④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。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９　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

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３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

───────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

  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。

  従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,011,543

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

る財務諸表は改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。

 ─────── （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。

  これにより税引前当期純利益は51,821千円減少しており

ます。

  なお、減損損失累計額につきましては改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 ─────── （ストック・オプション等に関する会計基準等）

  当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会  平成17年12月27日  企業会

計基準第８号）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」（企業会計基準委員会  最終改正平成

18年５月31日  企業会計基準適用指針第11号）を適用して

おります。

  これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

9,902千円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（損益計算書）

　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「新株発行費」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前事業年度末における「新株発行費」の金額は

1,395千円であります。

（損益計算書）

　「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（平成18

年８月11日  実務対応報告19号）により、当事業年度から

営業外費用に区分掲記しておりました「新株発行費」は、

「株式交付費」と表示しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

外形標準課税制度の導入について 

　「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11,202千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、それぞれ

11,202千円減少しております。

────── 

────── (株主資本等変動計算書に関する会計基準等)

　当事業年度から「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準第６号)及び「株主資本等変動計算書に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準適用指針第９号)を適用しております。

　財務諸表規則の改正により、当事業年度から「株主資本

等変動計算書」を作成しております。

　また、前事業年度まで作成しておりました「剰余金計算

書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは作成し

ておりません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 447.200株

発行済株式総数 普通株式 225,460株

授権株式数 普通株式 447,200株

発行済株式総数 普通株式  225,830株

　２　配当制限

　商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は1,411千円であ

ります。

  ２                ──────

 

  ３                ──────

 

  ３  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。

未払金 63,085千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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59％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は41％であります。販売費及

び一般管理費の主要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58％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は42％であります。販売費及

び一般管理費の主要費目及び金額は次のとおりであ

ります。

給料手当 566,473千円

雑給 248,860

法定福利費 126,340

減価償却費 78,333

地代家賃 153,302

手数料 155,490

貸倒引当金繰入額 4,129

給料手当    651,631千円

特別給与手当 120,330

雑給 225,324

法定福利費 127,923

減価償却費 105,542

地代家賃 248,455

手数料 131,231

貸倒引当金繰入額 13,615

※２　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※２　               ──────

器具備品 182千円     

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具備品  263千円 器具備品 2,940千円

 ※４　               ────── ※４　減損損失

 (1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

東京都千代田区 遊休 ソフトウェア

 (2）減損損失の認識に至った経緯

　当該資産につき、当事業年度中においてサービス提

供が終了したことにより、当該用途に使用する資産の

帳簿価額の回収可能性が認められないこととなったた

め、帳簿価額全額を減額いたしました。

 (3）減損損失の内訳

ソフトウェア 51,821千円

 (4）資産のグルーピングの方法

　当社は管理会計上の事業所等を単位として資産のグ

ルーピングを行なっております。ただし、遊休資産に

ついては個別にグルーピングを行ない、本社管理部門

に係る資産等は共有資産としており、より大きなグルー

ピングで評価しております。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　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

１　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

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び

期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び

期末残高相当額

 器具備品 その他 計

取得価額相当額
（千円）

16,854 423 17,277

減価償却累計額
相当額（千円）

4,268 126 4,395

期末残高相当額
（千円）

12,585 296 12,881

 器具備品 その他 計

取得価額相当額
（千円）

30,535 423 30,958

減価償却累計額
相当額（千円）

9,608 211 9,819

期末残高相当額
（千円）

20,927 211 21,138

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 3,283千円

１年超 9,804

合計 13,087

１年以内     6,085千円

１年超 15,301

合計 21,387

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 3,272千円

減価償却費相当額 3,087

支払利息相当額 291

支払リース料      5,609千円

減価償却費相当額 5,424

支払利息相当額 227

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、残存価額を零とす

る定額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

同左

利息相当額の算定方法

…リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

 

 

 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 1,385千円 

１年超 2,530

合計 3,915

 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内      1,225千円 

１年超 1,315

合計 2,541
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②　有価証券

前事業年度（平成18年２月28日）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）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。

当事業年度（平成19年２月28日）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）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。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成18年２月28日）

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の内

訳

繰延税金資産   

未払事業所税損金不算入 5,385千円

貸倒引当金損金算入超過額 23,605 

退職給付引当金超過額 17,271 

一括償却資産損金算入限度超過額 3,031 

投資有価証券評価損 8,489 

投資損失引当金 56,766 

その他 20,094 

繰延税金資産合計 134,644 

繰延税金負債   

未収還付事業税 △1,157 

その他有価証券評価差額金 △968 

繰延税金負債合計 △2,125 

繰延税金資産の純額 132,519 

繰延税金資産   

未払事業税 12,757千円

未払事業所税損金不算入 5,925 

貸倒引当金損金算入超過額 39,070 

退職給付引当金超過額 16,638 

一括償却資産損金算入限度超過額 4,251 

投資有価証券評価損 4,444 

投資損失引当金 25,788 

関係会社株式評価損 73,790 

その他 20,039 

繰延税金資産小計 202,705 

評価性引当額 △89,006 

繰延税金資産合計 113,699 

繰延税金負債   

繰延税金負債合計 ― 

繰延税金資産の純額 113,699 

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 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金算入されない項

目
6.0 

住民税均等割等 2.1 

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △2.1 

評価性引当額 1.4 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
48.0 

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金算入されない項

目
6.5 

住民税均等割等 2.2 

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △6.0 

留保金課税 3.7 

評価性引当額 41.0 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
87.9 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 13,321円95銭       13,335円45銭

１株当たり当期純利益 483円77銭    103円45銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
478円00銭    103円10銭

 　当社は、平成17年10月20日付で普通

株式１株につき普通株式５株の割合で

株式分割を行ないました。前期首に当

該株式分割が行なわれたと仮定した場

合における（１株当たり情報）の各数

値は以下のとおりであります。

 １株当たり純資産額 12,863円22銭

１株当たり当期純利

益
217円50銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益
216円25銭

　（注）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は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 108,887千円        23,341千円

普通株主に帰属しない金額 ─千円 ─千円

普通株式に係る当期純利益 108,887千円        23,341千円

普通株式の期中平均株式数 225,080株        225,640株

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 2,717株      756株

（うち新株予約権） （2,717株） （756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５月25日定時株主総会

決議による新株予約権となるス

トック・オプション（株式の数

2,250株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 １　本店移転

　当社は、業容の拡大と業務の一層の効率化を図るために

平成18年５月に東京都千代田区へ本店移転を行ないました。

　本店移転に伴い、敷金保証金及びオフィス環境整備のた

めの什器・備品の購入及び工事のため、約500,000千円の支

出を見込んでおります。 

───────

 ２　新株予約権の発行

　当社は、平成17年５月25日開催第15回定時株主総会及び

平成18年５月９日開催の取締役会決議に基づき、次のよう

にストックオプションを目的とする新株予約権を発行いた

しました。

新株予約権の発行日 平成18年５月23日

 新株予約権の数（個） 450

新株予約権の目的となる株式の種

類 
 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

（株） 
2,250

新株予約権行使時の１株当たり払

込金額（円） 
 63,709（注）

新株予約権を行使することができ

る期間 

平成22年６月１日～

平成24年５月31日 

 （注）新株予約権の行使時の１株当たり払込金額は新株予約権を発行す

る日の属する月の前月の各日の株式会社大阪証券取引所における

当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値に1.05を乗じた金額

を適用して決定したものです。

───────
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