
（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(2）連結財政状態 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

    ※平成18年３月６日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもって、
  普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。そのため、前連結会計年度に係る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および１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しており
  ます。 

２．配当の状況 

 （注）19年3月期中間期末配当金の内訳 普通配当9円、商号変更記念配当2円 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

(財)財務会計基準機構会員

 平成19年３月期 決算短信 平成19年４月26日

上場会社名 株式会社プロネクサス 上場取引所 東 

コード番号 ７８９３ ＵＲＬ http://www.pronexus.co.jp  

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）上野 守生 

問合せ先責任者 （役職名）取締役社長室長 （氏名）大和田 雅博 ＴＥＬ （０３）５７７７－３１１１ 

定時株主総会開催予定日 平成19年６月21日 配当支払開始予定日 平成19年６月22日 

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月22日 

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 21,987 5.6 4,348 9.7 4,530 7.9 2,621 4.9

18年３月期 20,816 12.0 3,963 30.0 4,199 30.7 2,499 36.0

 
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
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 67 58 67 53 11.9 17.3 19.8

18年３月期 127 43 126 80 12.5 17.5 19.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

 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３月期 26,859 22,874 84.8 587 87

18年３月期 25,627 21,155 82.5 1,089 34

（参考）自己資本 19年３月期 22,788百万円 18年３月期 －百万円

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 2,305 △1,577 △1,032 10,055

18年３月期 2,736 △4,413 △202 10,349

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 14 00 20 00 34 00 657 26.7 3.3

19年３月期 11 00 11 00 22 00 852 32.6 3.9

20年３月期（予想） 11 00 11 00 22 00 － 33.7 －

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 13,100 2.1 3,400 △7.3 3,550 △7.3 2,030 △9.0 52 34

通期 22,700 3.2 4,200 △3.4 4,400 △2.9 2,530 △3.5 65 23
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(2）個別財政状態 

    ※平成18年３月６日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日現在の株主に対し平成18年４月１日付をもって、
  普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。そのため、前事業年度に係る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および１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しており 
    ます。 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

新規 －社 （社名 －） 除外 －社 （社名 －） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 39,303,700株 18年３月期 19,643,850株

② 期末自己株式数 19年３月期 539,231株 18年３月期 269,516株

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 21,577 5.0 3,870 12.7 4,109 10.7 2,396 7.8

18年３月期 20,545 11.9 3,435 25.1 3,713 27.7 2,223 38.5

 
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 

 円 銭 円 銭

19年３月期 61 78 61 74

18年３月期 113 05 112 48

 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３月期 25,507 21,917 85.9 565 41

18年３月期 24,468 20,512 83.8 1,056 19

（参考）自己資本 19年３月期 21,917百万円 18年３月期 －百万円

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 12,900 1.7 3,050 △8.2 3,250 △7.3 1,900 △8.2 48 99

通期 22,200 2.9 3,700 △4.4 3,950 △3.9 2,300 △4.0 59 30

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営

成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、円安を背景とした輸出の増加や好調な景況見通しを受けた設備投資の拡大

等に伴い、幅広い業種において企業業績の向上が続きました。これを受けて雇用情勢も回復基調が続き、個人消費の

弱さは見られるものの景気は戦後最長の拡大期を迎えました。当社事業がその影響を受ける証券マーケットは、若干

の下降局面があったものの比較的堅調に推移しました。 

 当社グループは、ディスクロージャーを取り巻く環境の劇的な変化の中で、法制面に関する情報サービスや法的チ

ェックの充実・強化を図り、開示書類作成支援システム「エディッツ・サービス」などによる顧客支援活動を強力に

展開しました。この結果、株主総会招集通知や有価証券報告書などの定期受注製品の顧客数が順調に増加しました。

さらに会社法の施行や個人投資家の増加という市場要因もあって、受注量の増大が続きました。また、投資信託関連

書類においては投信市場の活況を受けて受注が引き続き増加しました。これらの増加要因は会社法の施行に伴う法定

公告の急減等の減少要因を大きく上回りました。この結果、当連結会計年度の売上高は21,987百万円（前連結会計年

度比5.6％増）と過去最高を更新しました。 

    また収益面においては、受注量の増大に伴う量産効果と、全工程で推進しているコスト削減・品質向上活動の成果

  に加え、利益率の低い法定公告の減少に伴う売上原価率の低下等が複合し、営業利益は4,348百万円（前連結会計年 

  度比9.7％増）、経常利益は4,530百万円（前連結会計年度比7.9％増）、当期純利益は2,621百万円（前連結会計年度

  比4.9％増）と、それぞれ過去最高を更新しました。   

    製品別の状況は次の通りであります。 

   ＜会社法関連製品＞ 

     株主総会招集通知の受注量が大幅に増加しました。これは営業努力による顧客増、会社法の施行に伴う頁増、個人

  投資家の増加に伴う部数増の相乗効果によるものです。また、株主向け年次報告書も増加しました。これらの要因に

  より、売上高は7,430百万円（前連結会計年度比18.5％増）となりました。 

   ＜証券取引法関連製品＞ 

     投資信託関連書類の受注が引き続き順調に増加しました。これは、投信の銀行窓販がさらに進展し、投信市場が多

  くの個人投資家を吸引し市場の拡大が続いた結果、新規設定や継続募集が引き続き増加したことによります。また、

  有価証券報告書や決算短信などの決算関係書類の顧客拡大に引き続き注力しました。この結果、法定公告の大幅な減

  少や、第３四半期以降のファイナンス関連書類の受注減等のマイナスをカバーし、売上高は11,691百万円（前連結会

  計年度比1.0％増）となりました。 

   ＜有価証券印刷製品＞ 

     ファイナンス、株式分割、単元変更に伴う株券の受注が前連結会計年度に比べ減少し、売上高は1,274百万円（前 

  連結会計年度比23.5％減）となりました。 

   ＜その他の製品＞ 

      企業のＩＲサイトの構築や更新を支援する新しいＷｅｂサービスの受注が進展したこと、会社案内などのＩＲ印刷

  物やデータ提供サービスの受注が引き続き増加したことなどを受けて、売上高は1,590百万円（前連結会計年度比 

  21.6％増）となりました。 

   （注）１．金額は販売価格によっております。 

      ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

会社法関連 6,270,855 30.1 7,430,770 33.8 1,159,915 18.5

証券取引法関連 11,572,744 55.6 11,691,022 53.2 118,277 1.0

有価証券印刷 1,665,491 8.0 1,274,564 5.8 △390,927 △23.5

その他 1,307,748 6.3 1,590,782 7.2 283,034 21.6

合計 20,816,839 100.0 21,987,139 100.0 1,170,299 5.6
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    なお、次連結会計年度より、当社の重点課題であり成長分野であるＩＲサービス及びＷｅｂサービスの動向を明確

  にするため、これまで「会社法関連」に含めていた株主向けＩＲ資料の年次報告書・中間報告書関連の売上を「その

  他」へ移動し、「ＩＲ等」として集計表示します。参考までに前連結会計年度および当連結会計年度の製品別売上を

  新区分で集計した数値を以下に記載します。 

    （注）１．金額は販売価格によっております。 

      ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）財政状態に関する分析 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ294百万円減少

（前年同期比2.8％減）し、当連結会計年度末には10,055百万円となりました。 

    当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果得られた資金は2,305百万円（前年同期比15.8％減）となりました。 

    収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,526百万円、減価償却費186百万円、棚卸資産の減少額95百万円であ

  り、支出の主な内訳は、売上債権の増加額209百万円および法人税等の支払額2,092百万円等であります。 

     （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動の結果使用した資金は1,577百万円（前年同期比64.3％減）となりました。 

      これは、主に投資有価証券の取得による支出874百万円及び投資事業組合への支出753百万円であります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動の結果使用した資金は1,032百万円（前年同期比410.8％増）となりました。 

       収入の主な内訳は、短期借入金の借入990百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済1,190百万円およ 

   び配当金の支払額812百万円であります。 

      自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

      ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

      ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  ※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

   ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

   ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

会社法関連 3,681,929 17.7 4,496,777 20.4 814,848 22.1

証券取引法関連 11,572,744 55.6 11,691,022 53.2 118,277 1.0

有価証券印刷 1,665,491 8.0 1,274,564 5.8 △390,927 △23.5

ＩＲ等 3,896,674 18.7 4,524,775 20.6 628,101 16.1

合計 20,816,839 100.0 21,987,139 100.0 1,170,299 5.6

  平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

自己資本比率（％） 85.3 86.9 83.9 82.5 84.8 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
44.4 80.1 97.2 167.2 168.9 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
351.6 171.9 692.0 458.9 566.2 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と認識し、安定配当をベースに業績及び経営環境等を総合的に加味し

た配当の継続を基本方針としています。当期の配当金は業績が堅調であったことを踏まえ、商号変更記念配当を発表

した平成18年10月17日付の修正予想にさらに２円を加え、期末配当11円、年間で22円といたしました（連結配当性向

32.6％）。当社は平成18年４月１日付で１：２の株式分割を実施しておりますので、分割前に換算すると前期に対し

て実質29.4％の増配に相当し、４期連続での増配となります。次期の配当は中間、期末ともに11円の計22円を予定し

ています（予想配当性向33.7％）。 

 配当支払い回数につきましては、会社法施行後も従来同様中間期末日、期末日を基準とした年２回を継続し、変更

しない予定です。また、内部留保資金につきましては、設備投資等の資金需要に備える所存であります。 

(4）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因と、その他重要と考えられ

る事項を以下の通り記載いたします。 

 当社グループでは、これらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確な対

応を行うための努力を継続してまいります。 

   ①機密情報の管理について 

    当社グループは顧客企業の開示前機密データを取り扱います。また、中にはインサイダー取引規制に該当するもの

  や個人情報もあり、その「機密保持」は当社にとって最重要課題です。当社グループでは、コンプライアンス規程を

  始めとする諸管理規程に基づく従業員の教育と、ＩＴの活用による情報システム面の対策及び内部監査を継続的に実

  施しておりますが、万一情報漏洩や情報流出が発生した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

  す。 

    ②関連する法律・制度の変化による受注への影響 

    当社グループは、企業のディスクロージャーに関わる法定書類の作成を支援するための諸サービスとデータ作成、

    印刷を主業務としておりますが、それらの開示書類の多くは会社法と証券取引法に規定されています。従って法律 

    の改正や関連する諸制度の改正によって、提供する製品とサービスの需要・仕様・内容が変化することがあります。

    その結果として法定書類のページ数増や新サービスの導入などのプラスの影響もありますが、その逆にページ数の 

    減少や特定製品の受注ボリューム減少等、当社グループの売上にマイナス影響を与えるケースもあります。 

    ③株式市況の変動による受注への影響 

     当社グループの提供する製品・サービスのうち、目論見書や法定公告、有価証券印刷などの売上は株式市況の影響

  を受けます。これらの製品・サービスは新規上場やファイナンス、投資信託に付随するもののため、株式市況が活況

  時には増加し、低迷時には減少する傾向があります。当社グループは、招集通知、有価証券報告書、運用報告書な 

  ど、株式市況の影響がない継続開示書類の受注拡大を図っておりますが、株式市況の変動は当社グループの業績に影

  響する可能性があります。 

    ④事業の季節変動 

    当社グループ売上の約75％を占める事業会社向け製品・サービスの顧客は、約75％が３月決算会社です。またその

  売上の過半は各社の決算期・中間決算期に集中するため、当社グループの売上は５－６月に最大のピークを、次いで

  12月にもうひとつのピークを迎えます。従って、当社グループの売上高は季節性が高く、例年第１四半期の占める売

  上構成比が下表のごとく高くなっております。 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計 

平成19年３月期(千円) 9,105,131 3,721,419 5,432,754 3,727,834 21,987,139 

構成比(％) 41.4 16.9 24.7 17.0 100.0 
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(5）次期の見通し 

   次期は、株主総会招集通知、有価証券報告書等の決算開示書類及び、株主向けＩＲ資料の年次報告書・中間報告書 

  を中心に定期受注製品の一層の顧客拡大を計画しており、これら製品の売上増加が最大の増収要因と見込んでいます。

  また、一昨年以来拡大を続ける投資信託市場は本年も伸張が見込まれており、これに伴い投信関連のディスクロージャ

  ー書類の受注も順調に拡大するものと見込んでいます。一方、証券印刷は当期に引き続きの減少を予想しています。 

   また次期は、財務報告専用のコンピュータ言語ＸＢＲＬへの対応、四半期法定開示に向けた生産体制強化、Ｗｅｂ・

  ＩＲ関連の新規サービスの開発など、今後の成長分野への重点的な体制強化策を予定しています。これにより、研究開

 発費、設備償却費、人件費等の増加が売上増加を上回るため、次期は減益を見込んでおりますが、今後の当社の中長期

 的な成長基盤を作る重要な時期であり、全社を挙げてこれらの諸施策を実行してまいります。 

   こうした状況を踏まえ、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高は22,700百万円、営業利益は4,200百万円、 

  経常利益は4,400百万円、当期純利益は2,530百万円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
  当社の企業集団は、当社および子会社６社、関連会社２社で構成されており、会社法関連、証券取引法関連書類及び

有価証券類の製造並びにその他の事業を営んでおります。主要製品は、ディスクロージャー、インベスター・リレーシ

ョンズに係る書類等の制作、印刷でありますが、これに伴う企画、セミナー、資料提供などのコンサルティングサービ

スと、お客様の開示実務を支援する各種のデジタルサービスを提供しています。 

    当社の企業集団のうち、連結決算の対象となる子会社は、当社事業に関連するデータ加工及び情報セキュリティ管理

  業務を行っている株式会社アスプコミュニケーションズ、製品の納入及び仕分け発送業務を行っている株式会社セキュ

  リティー・ロジスティックス、企業財務情報の配信サービスを行っている株式会社イーオーエル、ＩＲ製品の企画制 

  作を行っている株式会社エーツーメディア及び有価証券印刷を行っている亜細亜証券印刷株式会社の５社であります。

   事業系統図は、下記の通りであります。 

 （注）１．平成18年10月１日付で、当社は亜細亜証券印刷株式会社から株式会社プロネクサスに商号変更いたしまし 

         た。       

    ２．株式会社インターネットディスクロージャーは重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

       ３．株式会社グロース・パートナーズは重要性が乏しいため、持分法適用の範囲から除外しております。（平成 

     18年８月設立） 

       ４．平成18年10月２日付で、有価証券印刷部門を簡易新設分割し、旧社名を引き継ぐ亜細亜証券印刷株式会社を 

     新設いたしました。      

       ５．日本財務翻訳株式会社は重要性が乏しいため、持分法適用の範囲から除外しております。（平成18年12月設 

     立） 

 
製 品 

企画 

有価証券 

連結子会社 

連結子会社 

委託 
連結子会社 

株式会社セキュリティー･ロジスティックス 

 
 
 
 
 

得 
 
 
 
 

意 
 
 
 
 

先 

株式会社エーツーメディア 
制作委託 

印刷 

株式会社アスプコミュニケーションズ 

亜細亜証券印刷株式会社 (注)４ 

企業財務 
情報配信 

委託加工 

株式会社イーオーエル 

連結子会社 

納品  
 
 
 
 
 
 

当 
 
 
 
 
 
 

社 

情報 
サービス 

持分法非適用関連会社 

日本財務翻訳株式会社 (注)５ 

持分法非適用関連会社 

英文翻訳 
開示書類 

株式会社インターネットディスクロージャー 
                  (注)２ 

開発委託 
システム 非連結子会社 

連結子会社 

株式会社グロース・パートナーズ (注)３ 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、事業会社並びに金融商品のディスクロージャー・ＩＲ実務支援に特化した専門会社です。顧客企業から投

資家への適正な情報開示を支援するため、高い専門性を基盤としたコンサルティングサービスと、開示実務の精度と

効率を高める独自のデジタルサービスを中核に、印刷、物流などを含めトータルなサービスを提供します。この活動

を通して、投資家の適正な企業価値評価と投資行動を促進し、顧客企業の資金調達と成長戦略を支援すること、ひい

ては資本市場の健全な成長と経済・社会の発展に貢献することが当社の社会的使命です。  

 この社会的使命実現のため当社は以下の５項を経営理念に掲げ、事業の発展と株主の利益拡大を目指します。 

 1.私たちはプロフェッショナル集団を目指します。 

 2.私たちはお客様に信頼されるパートナーを目指します。 

 3.私たちは法令遵守と情報セキュリティを追求します。 

 4.私たちはグローバルな視点から優れたサービスを創造し続けます。 

 5.私たちは企業市民としての責任に留意し、持続可能な成長を目指します。 

 当社は、上記の社会的使命を含めた経営理念に加えて、企業市民としての社会・環境面における行動基準、事業会

社としてのビジネスにおける行動基準を今年度新たに定め、当社グループ内への経営方針の浸透を図っています。ま

た、この経営理念に基づく新社名「プロネクサス」を制定し、平成18年10月１日に社名を変更いたしました。 

(2）目標とする経営指標 

  当社は、株主総会招集通知や決算関係開示書類など定期受注製品の顧客拡大、ＩＲ関連サービスやＷｅｂサービス

など付加価値製品の拡大、生産性向上やコスト削減などに注力することにより、安定した収益基盤の強化拡大を目指

しています。これにより10％以上の自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）の確保を基準目標としております。 

(3）会社の対処すべき課題 

    当社の事業を取り巻く環境はこの10年間で大きく変わりました。また今後の10年間も大きな変化が予想されます。

  しかしどのように変化が激しくとも、企業のディスクロージャー・ＩＲ実務を支援する専門会社としての社会的使命

  にはいささかの変化もありません。このため当社の課題は、常に追求し続ける課題と、環境の変化に合わせて追求す

  る課題の両面があります。それらを総合して以下の６項を重点課題としています。 

   1.コンプライアンス、情報セキュリティの徹底。 

   2.コンサルティング体制の強化、充実。 

   3.ＩＴの活用による顧客支援インフラの構築と充実。 

   4.生産・情報・品質管理システムの整備、拡充。 

   5.生産性の向上、コスト削減。 

   6.ＩＲ支援サービス、Ｗｅｂサービス等の新規分野の拡大。 

(4）中長期的な会社の経営戦略 

  上記の対処すべき課題を受けて、当社は以下の通り中長期の経営戦略を掲げております。 

    ①コンプライアンスと情報セキュリティの追求 

    当社事業の特性上、コンプライアンスの徹底並びに情報セキュリティ体制の確立と維持・強化が、最も重要な前提

  条件であります。このため当社は、経営理念・行動基準・コンプライアンス規程に基づく各種のルールの徹底と教育

  というソフト面の対策、そして、機密データを安全に処理、保管するためのインフラ・システムの構築というハード

  面の対策の両面で、全社を挙げて推進しています。 

   ②コンサルティングサービスの充実 

     会社法、金融商品取引法の施行により、コーポレートガバナンス、内部統制システムの構築、四半期法定開示等、

  上場企業のディスクロージャー業務はより高い水準が求められています。さらに、資本市場のグローバル化、個人投

  資家層の拡大、ＩＴの進展が資本市場の側からのディスクロージャー・ＩＲニーズを加速しています。上場企業の情

  報開示がこうした変化に的確かつ適正に対応できるよう、当社はコンサルティング体制のさらなる強化、充実に取り

  組んでまいります。  

   ③デジタルサービスの充実 

    当社は、インターネット経由による開示書類作成システム「エディッツ」やＩＲサイトの自動構築・更新サービス

  など、電子開示時代に対応する各種のデジタルサービスを提供してまいりました。今後は、財務報告専用次世代言語

  ＸＢＲＬの導入を始めとするディスクロージャーの電子化の進展に対応し、顧客実務を支援するインフラの構築とサ

  ービス体制の強化を重点的に推進します。デジタルサービスを今後の重要な経営基盤として一層強化してまいりま 

  す。 
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   ④新規サービスへの取り組み強化 

      平成21年の上場株券廃止による業績影響をカバーし、さらなる成長体制を構築するため、当社ではＩＲ・Ｗｅｂ 

  関連サービスを重点分野として製品開発と市場開拓に取り組んでいます。昨年は二つの合弁会社を設立し、新規分野

  の開発体制を整えました。一方、平成13年にスタートしたグループ会社の財務データＷｅｂ検索サービスも、順調 

  に成長してきています。こうしたＩＲ・Ｗｅｂを中心としたソフト面の市場開発を加速させていきます。 

    ⑤定期顧客の拡大と品質向上・コスト削減の推進 

  株主総会招集通知や有価証券報告書等の定期受注製品の顧客数を増やし、その売上ウェイトを高めることが当社に

とって重要です。当連結会計年度はこうした定期受注製品の売上が大きく増加し、その比率が60％近くにまで増加し

ました。また、当社はトヨタの生産方式を源流とするＮＰＳ（ニュー・プロダクション・システム）活動を推進し、

グループを挙げて品質と生産性の向上、コスト削減に取り組んでおります。こうした活動の着実な取り組みによっ

て、経営基盤の強化と収益性の向上に努力を続けてまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年3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   8,377,587   8,079,710    

2.受取手形及び売掛金 ※5   2,167,837   2,286,544    

3.有価証券   2,501,545   3,485,170    

4.棚卸資産   390,881   302,282    

5.繰延税金資産   305,740   283,023    

6.その他   154,066   182,054    

貸倒引当金   △6,189   △5,230    

流動資産合計   13,891,469 54.2  14,613,555 54.4 722,085 

Ⅱ固定資産         

1.有形固定資産          

(1) 建物及び構築物   1,571,909   1,605,227    

減価償却累計額  862,599 709,309  917,454 687,773    

(2) 機械装置及び運搬
具 

  1,138,210   1,564,957    

減価償却累計額  991,082 147,128  1,005,953 559,003    

(3) 土地 ※2  2,556,242   2,556,242    

(4) 建設仮勘定    129,368   －    

(5) その他  602,835   646,458    

減価償却累計額  436,952 165,883  456,208 190,249    

有形固定資産合計   3,707,932 14.5  3,993,269 14.9 285,337 

2.無形固定資産   116,268 0.4  149,591 0.5 33,323 

3.投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※1  6,686,689   6,346,772    

(2) 繰延税金資産   326,005   429,559    

(3) その他 ※1  1,026,684   1,424,970    

貸倒引当金   △127,494   △97,935    

投資その他の資産合計   7,911,886 30.9  8,103,366 30.2 191,479 

固定資産合計   11,736,087 45.8  12,246,227 45.6 510,140 

資産合計   25,627,556 100.0  26,859,782 100.0 1,232,226 
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前連結会計年度 
(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年3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    557,432   554,352    

2.短期借入金    385,000   160,000    

3.未払法人税等   1,245,924   1,023,939    

4.賞与引当金   415,052   409,694    

5.役員賞与引当金   －   50,000    

6.その他   979,404   1,011,808    

流動負債合計   3,582,812 14.0  3,209,795 12.0 △373,017 

Ⅱ 固定負債         

1.退職給付引当金   421,361   494,024    

2.役員退職慰労引当金   309,226   264,509    

3.その他   120,761   17,321    

固定負債合計   851,349 3.3  775,855 2.8 △75,494 

負債合計   4,434,162 17.3  3,985,651 14.8 △448,511 

（少数株主持分）         

少数株主持分   38,122 0.2  － － － 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※3  3,052,490 11.9  － － － 

Ⅱ 資本剰余金   4,677,476 18.2  － － － 

Ⅲ 利益剰余金   13,109,570 51.1  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   474,920 1.9  － － － 

Ⅴ 自己株式 ※4  △159,186 △0.6  － － － 

資本合計   21,155,271 82.5  － － － 

負債、少数株主持分及び
資本合計   25,627,556 100.0  － － － 

          

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本              

  1 資本金   － －  3,054,954 11.4 － 

  2 資本剰余金   － －  4,679,924 17.4 － 

  3 利益剰余金   － －  14,870,622 55.4 － 

  4 自己株式   － －  △159,403 △0.6 － 

  株主資本合計   － －  22,446,098 83.6 － 

Ⅱ 評価・換算差額等              

  １ その他有価証券評価 
    差額金   － －  342,541 1.3 － 

   評価・換算差額等合計   － －  342,541 1.3 － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  85,492 0.3 － 

   純資産合計   － －  22,874,131 85.2 － 

   負債純資産合計   － －  26,859,782 100.0 － 
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(2）連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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   20,816,839 100.0  21,987,139 100.0 1,170,299 

Ⅱ売上原価    11,861,436 57.0  12,114,930 55.1 253,494 

売上総利益   8,955,403 43.0  9,872,209 44.9 916,805 

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※1        

1.給料手当  1,846,278   2,004,340    

2.賞与引当金繰入額  191,218   181,401    

3.役員賞与引当金繰入額  －   50,000    

4.退職給付費用  95,346   81,553    

5.役員退職慰労引当金繰入
額 

 41,883   44,550    

6.福利厚生費  527,874   558,331    

7.賃借料  391,136   383,970    

8.その他  1,898,047 4,991,785 24.0 2,219,244 5,523,391 25.1 531,606 

営業利益   3,963,617 19.0  4,348,817 19.8 385,199 

Ⅳ営業外収益         

1.受取利息  7,779   28,230    

2.受取配当金  38,458   38,049    

3.有価証券売却益  40,112   －    

4.投資事業組合投資利益  129,285   85,747    

5.その他  37,975 253,610 1.2 52,256 204,283 0.9 △49,326 

Ⅴ営業外費用         

1.支払利息  5,613   4,275    

2.固定資産処分損  6,981   5,295    

3.保険解約損  －   6,506    

4.その他  5,546 18,141 0.1 6,683 22,762 0.1 4,620 

経常利益   4,199,085 20.1  4,530,338 20.6 331,253 

Ⅵ特別利益         

1.投資有価証券売却益  46,138 46,138 0.2 － － － △46,138 

Ⅶ特別損失         

1.固定資産売却損 ※2 1,967   －    

2.施設利用会員権売却損   1,200   －    

3.施設利用会員権評価損   2,500   1,250    

4.事務所移転費用  5,890 11,558 0.0 2,589 3,839 0.0 △7,719 

税金等調整前当期純利益   4,233,665 20.3  4,526,499 20.6 292,834 

法人税、住民税及び事業
税 

 1,803,439   1,871,666    

法人税等調整額  △85,388 1,718,050 8.3 11,696 1,883,362 8.6 165,311 

少数株主利益   15,880 0.0  21,971 0.1 6,091 

当期純利益   2,499,734 12.0  2,621,165 11.9 121,431 
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ資本剰余金期首残高        4,545,590 

Ⅱ資本剰余金増加高         

1.ストックオプションの権
利行使による新株の発行  

  131,886 131,886 

Ⅲ資本剰余金期末残高    4,677,476 

    

（利益剰余金の部）     

Ⅰ利益剰余金期首残高    11,175,413 

Ⅱ利益剰余金増加高     

1.当期純利益   2,499,734  

2.連結子会社増加による増
加高 

  86 2,499,820 

Ⅲ利益剰余金減少高     

1.配当金   535,664  

2.役員賞与   30,000 565,664 

Ⅳ利益剰余金期末残高    13,109,570 
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連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  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 

平成18年３月31日 残高    
           （千円） 

3,052,490 4,677,476 13,109,570 △159,186 20,680,350 

連結会計年度中の変動額           

新株の発行 2,464 2,448     4,912 

合併による増加     3,762   3,762 

剰余金の配当 （注）     △387,486   △387,486 

剰余金の配当      △426,388   △426,388 

役員賞与 （注）     △50,000   △50,000 

当期純利益     2,621,165   2,621,165 

自己株式の取得       △216 △216 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 
           （千円） 

2,464 2,448 1,761,052 △216 1,765,747 

平成19年３月31日 残高      
           （千円） 

3,054,954 4,679,924 14,870,622 △159,403 22,446,098 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
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18年３月31日 残高     
           （千円） 

474,920 474,920 38,122 21,193,393 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    4,912 

合併による増加    3,762 

剰余金の配当（注）    △387,486 

剰余金の配当    △426,388 

役員賞与（注）    △50,000 

当期純利益    2,621,165 

自己株式の取得    △216 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△132,379 △132,379 47,369 △85,010 

連結会計年度中の変動額合計 
           （千円） 

△132,379 △132,379 47,369 1,680,737 

平成19年３月31日 残高 
           （千円） 

342,541 342,541 85,492 22,874,131 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

対前年比 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  4,233,665 4,526,499   

減価償却費  187,605 186,223   

引当金の増加額・減少額（△）  143,611 41,816   

受取利息及び受取配当金  △46,237 △66,279   

支払利息  5,613 4,275   

固定資産売却損  1,967 －   

売上債権の増加額（△）  △297,884 △209,344   

棚卸資産の増加額（△）・減少額  △50,886 95,204   

仕入債務の増加額・減少額（△）  86,835 △9,786   

役員賞与の支払額  △30,000 △50,000   

その他  44,525 △174,245   

小計  4,278,815 4,344,363 65,548 

利息及び配当金の受取額  44,382 57,181   

利息の支払額  △5,964 △4,070   

法人税等の支払額  △1,580,262 △2,092,464   

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,736,970 2,305,010 △431,960 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  △1,102,008 △200,071   

有価証券の売却による収入  642,192 730,000   

有形固定資産の取得による支出  △155,208 △399,035   

有形固定資産の売却による収入  109 －   

無形固定資産の取得による支出  △66,097 △56,009   

投資有価証券の取得による支出  △3,697,719 △874,699   

投資有価証券の売却による収入  97,187 19,154   

出資金への支出  △562,730 －   

投資事業組合への支出  － △753,324   

その他  430,570 △43,582   

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,413,704 △1,577,568 2,836,136 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  3,290,000 990,000   

短期借入金の返済による支出  △3,190,000 △1,190,000   

長期借入金の返済による支出  △25,000 △25,000   

自己株式の取得による支出  △1,142 △216   

配当金の支払額  △534,867 △812,334   

   ストック・オプションの権利行使による 
    収入 

 264,203 4,912   

    少数株主への子会社減資による支払額  △5,350 －   

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △202,157 △1,032,638 △830,481 

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額・減少額
（△） 

 △1,878,891 △305,196 1,573,694 

  Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高  12,200,638 10,349,427 △1,851,211 

  Ⅵ新規連結に伴う現金及び現金同等物の 
    増加額 

 27,680 － △27,680 

  Ⅶ連結子会社の合併による現金及び現金 
    同等物の増加額 

 － 11,173 11,173 

  Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高 ※ 10,349,427 10,055,404 △294,022 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

株式会社アスプコミュニケーション
ズ  
株式会社セキュリティー・ロジステ
ィックス  

株式会社イーオーエル 

株式会社エーツーメディア 

 なお、株式会社エーツーメディアにつ

いては、重要性が増加したことから、当

連結会計年度から連結子会社に含めるこ

とにしております。    

(1) 連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

株式会社アスプコミュニケーション
ズ  
株式会社セキュリティー・ロジステ
ィックス  

株式会社イーオーエル 

株式会社エーツーメディア 

    亜細亜証券印刷株式会社 

 なお、亜細亜証券印刷株式会社につい

ては、当連結会計年度において新たに設

立したことにより、連結の範囲に含める

ことにしております。    

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

        同   左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

等はいずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

      同   左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社の数 

 持分法適用の非連結子会社はありま

せん。 

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社の数 

 持分法適用の非連結子会社及び関連

会社はありません。 

  (2) 持分法を適用しない主要な非連結子会

社の名称等 

主要な非連結子会社 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会

社及び関連会社の名称等 

主要な非連結子会社 

株式会社インターネットディスクロ
ージャー 

主要な関連会社 

株式会社グロース・パートナーズ 

       日本財務翻訳株式会社 

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は

小規模であり、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、重要性がないため持分法を適用し

ておりません。 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社は小規模であり、当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、重要性がないため持

分法を適用しておりません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同   左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

（イ）満期保有目的の債券 

      償却原価法（定額法） 

イ 有価証券 

（イ）満期保有目的の債券    

同   左 

 （ロ）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） 

（ロ）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） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及

びこ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、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同   左 

 ロ 棚卸資産 

主として個別法による原価法 

ロ 棚卸資産 

同   左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備は除

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。 

建物及び構築物   15～38年 

機械装置及び運搬具   10年 

イ 有形固定資産 

同   左 

 ロ 無形固定資産 

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（５年）に

基づく定額法 

ロ 無形固定資産 

同   左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、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。 

イ 貸倒引当金 

      同   左 

 ロ 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、翌

期賞与支給見込額のうち当連結会計年度

に帰属する部分の金額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

同   左 

 

-17-

㈱ﾌﾟﾛﾈｸｻｽ(7893)　平成19年３月期決算短信



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ハ      ―――――― ハ 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当連結会計

 年度における支給見込額に基づき計上し

 ております。 

 （会計方針の変更） 

   当連結会計年度より、「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。 

   これにより営業利益、経常利益及び

  税金等調整前当期純利益は、それぞれ

  50,000千円減少しております。 

 ニ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

 なお、数理計算上の差異は、５年によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

ニ 退職給付引当金 

          同   左 

 ホ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金支給内規に基づく期

末要支給見込額を計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

同   左 

(4) 重要なリース取引の処

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 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理を行

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 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

 ハ ヘッジ方針 

 金利リスク低減のため対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。 

ハ ヘッジ方針 

同   左 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップ

であるため、有効性の評価は省略して

おります。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同   左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同   左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。 

―――――― 

７．連結キャッシュ・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ヶ月以内に満期日又は償還日が到来す

る短期投資からなっております。 

同   左 

-19-

㈱ﾌﾟﾛﾈｸｻｽ(7893)　平成19年３月期決算短信



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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） 

  当連結会計年度より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は22,788,639

千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

  ──────  （企業結合に係る会計基準等） 

  当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号 平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17

年12月27日）を適用しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」（前連結会

計年度は3,149千円）に含めて表示しておりました「有価

証券売却益」は、重要性が増加したことから、区分掲記し

ました。 
  
 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「助成金収

入」（当連結会計年度は3,000千円）は、金額が僅少とな

ったため、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

にしました。  
  
  前連結会計年度まで特別損失の「その他」（前連結会計

 年度は6,000千円）に含めて表示しておりました「施設利 

 用会員権評価損」は、重要性が増加したことから、区分掲

 記しました。 
  
   前連結会計年度まで特別損失の「その他」（前連 

 結会計年度は9,875千円）に含めて表示しておりました

「事務所移転費用」は、重要性が増加したことから区分掲 

 記しました。    

 ──────  

 ──────  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「出資金への支出」として表示されていたものは、

当連結会計年度より「投資事業組合への支出」として表示

することにしました。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま 

投資有価証券（株式）    59,500千円

投資その他の資産の「その他」
（出資金） 

3,400 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

  りであります。 

投資有価証券（株式）  172,900千円

  

※２．国庫補助金等の受入れにより、土地の取得価額から

  控除している圧縮記帳額は105,760千円であります。 

※２．       同    左 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式19,643,850株で

  あります。 

※３．       ────── 

※４．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 

  269,516株であります。 

※４．       ────── 

※５．        ────── ※５．連結会計年度末日満期手形 

    連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

   手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

     当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

     次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

     に含まれております。 

受取手形 5,620千円

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

41,442千円 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

      146,861千円 

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

    建物               1,967千円 

※２．               ────── 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

  当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加19,659,850株は、平成18年４月１日付の株式分割による増加19,643,850株

および新株予約権の権利行使による増加16,000株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加269,715株は、平成18年４月１日付の株式分割による増加269,516株およ

び単元未満株式の買取りによる増加199株であります。 

  ２．配当に関する事項 

  (1）配当金支払額 

  (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

        次のとおり、決議を予定しております。 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１． 19,643,850 19,659,850 － 39,303,700 

合計 19,643,850 19,659,850 － 39,303,700 

自己株式     

普通株式 （注）２. 269,516 269,715 － 539,231 

合計 269,516 269,715 － 539,231 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 387,486 20 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

平成18年10月26日 

取締役会 
普通株式 426,388 11 平成18年９月30日 平成18年12月６日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 426,409  利益剰余金 11 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 8,377,587千円

有価証券 2,501,545 

運用期間が３ヶ月を      

超える有価証券 
△529,705 

現金及び現金同等物 10,349,427 

現金及び預金勘定 8,079,710千円

有価証券 3,485,170 

運用期間が３ヶ月を      

超える有価証券 
△1,509,475 

現金及び現金同等物 10,055,404 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械装置及び運搬具 272,114 144,483 127,631 

有形固定資産 
「その他」 

61,443 48,319 13,124 

合計 333,558 192,802 140,755 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械装置及び運搬具 256,868 182,120 74,748 

有形固定資産
「その他」 

28,089 17,587 10,502 

合計 284,958 199,707 85,250 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）        同   左 

（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年内      72,149 千円

１年超  68,606  

合計 140,755  

１年内       34,403千円

１年超 50,846 

合計         85,250 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

（注）        同   左 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 （３）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料       80,091千円

減価償却費相当額     80,091 

支払リース料       78,695千円

減価償却費相当額           78,695 

（４）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）減価償却費相当額の算定方法 

 同   左 

２．        ────── ２．オペレーティング・リース取引 

     未経過リース料 

１年内      42,285 千円

１年超 116,285  

合計 158,571  
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（有価証券関係） 

（前連結会計年度）（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について382千円減損処理を行っております。 

 なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性

がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行

い、減損処理の要否を決定しております。 

  種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 － － － 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 － － － 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 2,979,821 2,972,868 △6,953 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 2,979,821 2,972,868 △6,953 

合計 2,979,821 2,972,868 △6,953 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1) 株式 262,931 814,631 551,700 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 300,000 303,344 3,344 

(3) その他 285,567 356,812 71,245 

小計 848,498 1,474,788 626,289 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1) 株式 1,504 1,347 △156 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 562,869 547,290 △15,579 

小計 564,374 548,638 △15,736 

合計 1,412,872 2,023,426 610,553 
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（当連結会計年度）（平成19年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

136,748 86,250 － 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)満期保有目的の債券  

コマーシャル・ペーパー 499,928 

非上場債券 200,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式   176,151 

マネー・マネジメント・ファンド  1,971,839 

投資事業有限責任組合出資 1,277,567 

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券     

(1) 国債・地方
債等 

－ 2,979,821 － － 

(2) 社債 － － － － 

(3) その他 499,928 － 200,000 303,344 

２．その他 29,777 47,469 488,734 － 

  種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 1,499,470 1,499,563 92 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 1,499,470 1,499,563 92 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 1,490,846 1,489,200 △1,646 

(2) 社債 － － － 

(3) その他 － － － 

小計 1,490,846 1,489,200 △1,646 

合計 2,990,317 2,988,763 △1,554 
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２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について611千円減損処理を行っております。 

 なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、時価の回復可能性

がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行

い、減損処理の要否を決定しております。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1) 株式 850,191 1,331,284 481,092 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 300,000 301,206 1,206 

(3) その他 769,999 847,243 77,244 

小計 1,920,190 2,479,734 559,543 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1) 株式 1,532 1,488 △43 

(2) 債券    

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 30,057 28,942 △1,115 

小計 31,589 30,431 △1,158 

合計 1,951,780 2,510,165 558,385 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

29,707 － 296 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1)満期保有目的の債券  

非上場債券 200,000 

(2)その他有価証券   

非上場株式   462,151 

マネー・マネジメント・ファンド  1,975,694 

投資事業有限責任組合出資 1,630,713 

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券     

(1) 国債・地方
債等 

1,499,470 1,490,846 － － 

(2) 社債 － － － － 

(3) その他 － － 200,000 301,206 

２．その他 10,005 35,116 497,091 － 
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（デリバティブ取引関係） 

取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1) 取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金利

スワップ取引であります。 

(1) 取引の内容 

同    左 

(2) 取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

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。 

(2) 取引に対する取組方針 

同    左 

(3) 取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、金利関連で借入金利等の将来

の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

す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 

 金利スワップについて特例処理を行っておりま

す。 

 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 

 ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため対象債務の範囲内でヘッ

ジを行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップであるため、

有効性の評価は省略しております。 

(3) 取引の利用目的 

同    左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクは

ほとんどないと認識しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同    左 

(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、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同    左 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の子会社は、確定給付の制度として、退職金支給規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、

定年適格退職年金制度を採用しております。 

 また、当社及び一部の子会社では上記退職給付制度のほか、総合設立の厚生年金基金に加入していますが、当該

厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当

社の掛金拠出割合（給与総額）に基づく期末の年金資産残高は、6,077,422千円であります。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1)退職給付債務 △1,348,582千円 △1,449,118千円 

(2)年金資産残高 1,147,882千円 1,247,246千円 

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2) △200,699千円 △201,871千円 

(4)未認識数理計算上の差異 △66,175千円 △71,131千円 

(5)連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4) △266,875千円 △273,002千円 

(6)前払年金費用 154,486千円 221,021千円 

(7)退職給付引当金(5)－(6) △421,361千円 △494,024千円 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1)勤務費用 119,031千円 128,956千円 

(2)利息費用 23,522千円 25,445千円 

(3)期待運用収益 △18,645千円 △22,957千円 

(4)数理計算上の差異の費用処理額 51,626千円 19,306千円 

(5)小計 175,536千円 150,751千円 

(6)総合型厚生年金掛金 206,203千円 210,990千円 

(7)退職給付費用合計 381,739千円 361,741千円 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

(1)割引率 ２．０％ ２．０％ 

(2)期待運用収益率 ２．０％ ２．０％ 

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

(4)数理計算上の差異の処理年数  ５年 

 （５年による定額法によ

り按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしてお

ります。） 

 ５年 

     同  左 
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（ストック・オプション等関係） 

 当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  (1）ストック・オプションの内容 

 （注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

    なお、上記に記載されたストック・オプション数は、平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき２株）によ 

   る分割後の株式数に換算して記載しております。 

  (2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式 

   数に換算して記載しております。 

   ① ストック・オプションの数 

 （注）上記に記載されたストック・オプションの数は、平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分 

  割後の株式数に換算して記載しております。 

  ② 単価情報 

 （注）上記に記載された権利行使価格は、平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき２株）による権利行使価格の 

   調整を行っております。 

 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

   当社取締役     12名 

  当社監査役      4名 

   当社従業員     359名 

    当社子会社取締役   1名 

    当社子会社従業員  35名  

ストック・オプション数   普通株式 996,000株 

付与日   平成15年７月15日 

権利確定条件     定めなし 

対象勤務期間     定めなし 

権利行使期間 
    自 平成17年７月１日 

   至 平成20年６月30日 

 
平成15年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株） － 

前連結会計年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株） － 

前連結会計年度末 50,000 

権利確定 － 

権利行使 16,000 

失効 － 

未行使残 34,000 

 
平成15年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 307 

行使時平均株価     （円） 1,138 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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（税効果会計関係） 

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 

 （注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳 

前連結会計年度（平成18年３月31日）及び当連結会計年度（平成19年３月31日） 

 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、記載を省略しております。 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

繰延税金資産 （千円） （千円）

退職給付引当金損金算入限度超過額 169,914 200,050 

役員退職慰労引当金否認額 125,946 107,765 

賞与引当金損金算入限度超過額 170,200 168,340 

未払事業税否認額 103,725 82,390 

研究開発費等自己否認額 96,770 127,378 

その他 359,371 304,677 

繰延税金資産計 1,025,930 990,603 

繰延税金負債     

特別償却準備金認容額 △5,349 1,203 

その他有価証券評価差額金 △325,957 186,860 

その他 △62,876 89,957 

繰延税金負債計 △394,183 278,020 

繰延税金資産の純額 631,746 712,582 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

  （千円） （千円）

流動資産―繰延税金資産 305,740 283,023 

固定資産―繰延税金資産 326,005 429,559 

-32-

㈱ﾌﾟﾛﾈｸｻｽ(7893)　平成19年３月期決算短信



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１

日 至 平成19年３月31日） 

 当社及び連結子会社の事業はディスクロージャー関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業でありま

す。従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１

日 至 平成19年３月31日） 

 当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありませ

ん。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１

日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成18年４月１

日 至 平成19年３月31日） 

 関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

（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。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,089.34円

１株当たり当期純利益金額 127.43円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 126.80円

１株当たり純資産額 587.87円

１株当たり当期純利益金額   67.58円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 67.53円

   当社は、平成18年４月１日付で株式１株につき２株の株

 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

 の前連結会計年度における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                         544.67円 

 １株当たり当期純利益金額           63.72円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純 

 利益金額                             63.40円

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 2,499,734 2,621,165 

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,000 － 

  （うち利益処分による役員賞与金） (50,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,449,734 2,621,165 

期中平均株式数（株） 19,223,871 38,785,503 

    

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（株） 96,387 28,783 

  （うち新株予約権） (96,387) (28,783) 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  平成18年３月６日開催の当社取締役会の決議に基づき、

 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４月１日付をもって普通株式１株につき２株

  に分割します。 

  （１）分割により増加する株式数 

    普通株式   19,643,850株 

 （２）分割方法 

    平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

   簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株 

   につき２株の割合をもって分割します。 

 ２. 配当起算日 

   平成18年４月１日 

 

   当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 

  前連結会計年度における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連結会計年度における１ 

  株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 ────── 

前連結会計年度 当連結会計年度 

 １株当たり純資産額  

            493.23円   

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              47.71円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              47.26円 

 １株当たり純資産額 

             544.67円 

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              63.72円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              63.40円 
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度  

（平成18年３月31日） 
当事業年度  

（平成19年３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   7,481,948   7,073,548    

2.受取手形 ※6   42,541   54,967    

3.売掛金   2,086,884   2,201,137    

4.有価証券    2,501,545   3,485,170    

5.原材料    13,608   11,773    

6.仕掛品   221,441   159,619    

7.貯蔵品    5,825   6,496    

8.前払費用   143,257   137,143    

9.繰延税金資産   238,842   218,769    

10.その他   20,062   50,709    

貸倒引当金   △5,948   △5,160    

流動資産合計   12,750,010 52.1  13,394,176 52.5 644,166 

         

Ⅱ 固定資産         

1.有形固定資産          

(1) 建物   1,435,282   1,466,663    

減価償却累計額   777,744 657,537  824,581 642,081    

(2) 構築物   135,090   135,415    

減価償却累計額   84,483 50,606  92,245 43,170    

(3) 機械及び装置  1,119,573   1,546,555    

減価償却累計額  980,720 138,853  992,868 553,686    

(4) 車両運搬具  16,341   16,105    

減価償却累計額  8,447 7,893  11,011 5,093    

(5) 工具器具備品  517,733   584,550    

減価償却累計額  370,949 146,783  411,065 173,484    

(6) 土地 ※3  2,567,592   2,567,592    

(7) 建設仮勘定    127,797   －    

有形固定資産合計   3,697,065 15.1  3,985,110 15.6 288,045 

         

2.無形固定資産         

(1) ソフトウェア   30,756   33,578    

(2) 電話加入権   6,510   6,510    

無形固定資産合計   37,267 0.2  40,088 0.2 2,821 
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前事業年度  

（平成18年３月31日） 
当事業年度  

（平成19年３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    6,627,189   6,177,272    

(2) 関係会社株式   201,264   365,250    

(3) 出資金   330   330    

(4) 関係会社出資金   3,400   －    

(5) 破産・更生債権等   5,904   6,016    

(6) 長期前払費用   6,159   6,199    

(7) 繰延税金資産   271,745   368,128    

(8) 敷金及び保証金   430,028   652,148    

(9) 施設利用会員権   182,517   174,701    

(10) 長期性預金   200,000   200,000    

(11) その他   183,316   234,617    

貸倒引当金   △127,494   △96,705    

投資その他の資産合
計 

  7,984,363 32.6  8,087,958 31.7 103,594 

固定資産合計   11,718,696 47.9  12,113,157 47.5 394,461 

資産合計   24,468,706 100.0  25,507,334 100.0 1,038,627 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

1.買掛金 ※5  687,104   700,777    

2.短期借入金    360,000   160,000    

3.一年内返済予定長期借
入金 

   25,000   －    

4.未払金   254,045   329,067    

5.未払消費税等   104,857   75,773    

6.未払費用   213,327   218,893    

7.未払法人税等   1,057,100   966,506    

8.前受金   6,741   9,495    

9.預り金   114,037   114,688    

10.賞与引当金   317,000   287,000    

11.役員賞与引当金   －   50,000    

12.前受収益   48,504   7,000    

流動負債合計   3,187,719 13.0  2,919,203 11.5 △268,515 

         

Ⅱ 固定負債         

1.退職給付引当金   345,062   397,170    

2.役員退職慰労引当金   302,201   255,984    

3.その他   120,761   17,321   

固定負債合計   768,025 3.1  670,476 2.6 △97,549 

負債合計   3,955,744 16.2  3,589,679 14.1 △366,065 
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前事業年度  

（平成18年３月31日） 
当事業年度  

（平成19年３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） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金  ※1  3,052,490 12.5  － － － 

Ⅱ 資本剰余金         

1.資本準備金  4,677,476   －    

資本剰余金合計   4,677,476 19.1  － － － 

Ⅲ 利益剰余金         

1.利益準備金  177,336   －    

2.任意積立金         

(1)特別償却準備金  11,669   －    

(2)別途積立金  10,000,000   －    

3.当期未処分利益  2,278,254   －    

利益剰余金合計   12,467,260 51.0  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

   474,920 1.9  － － － 

Ⅴ 自己株式 ※2   △159,186 △0.7  － － － 

資本合計   20,512,961 83.8  － － － 

負債及び資本合計   24,468,706 100.0  － － － 

（純資産の部）              

 Ⅰ 株主資本              

   1.資本金   － －  3,054,954 12.0 － 

   2.資本剰余金              

    (1)資本準備金  －     4,679,924      

    資本剰余金合計   － －  4,679,924 18.3 － 

   3.利益剰余金              

   (1)利益準備金  －     177,336      

   (2)その他利益剰余金              

     特別償却準備金  －     1,232      

     別途積立金  －     11,200,000      

     繰越利益剰余金  －     2,621,068      

     利益剰余金合計   － －  13,999,638 54.9 － 

   4.自己株式   － －  △159,403 △0.6 － 

    株主資本合計   － －  21,575,113 84.6 － 

 Ⅱ 評価・換算差額等              

   1.その他有価証券評価 
    差額金 

  － －  342,541 1.3 － 

   評価・換算差額等合計   － －  342,541 1.3 － 

   純資産合計   － －  21,917,654 85.9 － 

   負債純資産合計   － －  25,507,334 100.0 － 
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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   20,545,810 100.0  21,577,100 100.0 1,031,289 

Ⅱ売上原価         

1.当期製品製造原価    12,134,973 59.1  12,159,855 56.4 24,882 

売上総利益   8,410,837 40.9  9,417,244 43.6 1,006,407 

Ⅲ販売費及び一般管理費          

1.荷造運搬費  48,458   44,861    

2.広告宣伝費  172,945   302,321    

3.貸倒引当金繰入額  3,250   129    

4.役員報酬  207,875   205,550    

5.給料手当  1,793,881   1,959,072    

6.賞与  375,890   322,409    

7.賞与引当金繰入額  185,804   174,704    

8.役員賞与引当金繰入額  －   50,000    

9.退職給付費用  94,663   80,795    

  10.役員退職慰労引当金入 
   額 

 40,383   43,050    

11.福利厚生費  515,473   542,343    

12.交際費  42,072   38,452    

13.旅費・通信費  159,365   186,596    

14.消耗品費  201,808   238,403    

15.減価償却費  53,231   36,666    

16.賃借料  404,502   399,114    

17.支払手数料  284,734   348,402    

18.研究開発費 ※1 30,000   146,061    

19.その他  361,429 4,975,771 24.2 427,692 5,546,627 25.7 570,855 

営業利益   3,435,065 16.7  3,870,617 17.9 435,551 

Ⅳ営業外収益         

1.受取利息  337   601    

2.有価証券利息  7,291   26,969    

3.受取配当金  38,458   38,049    

4.有価証券売却益  40,112   －    

5.設備賃貸料 ※2 95,449   111,724    

6.投資事業組合投資利益   129,285   85,747    

7.その他  25,606 336,540 1.6 38,225 301,317 1.4 △35,223 

Ⅴ営業外費用         

1.支払利息  5,613   4,275    

2.設備賃貸費用  40,189   44,822    

3.固定資産処分損  6,981   2,369    

4.保険解約損  －   6,506    

5.その他  5,532 58,317 0.2 4,940 62,915 0.3 4,598 

経常利益   3,713,289 18.1  4,109,019 19.0 395,729 
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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） 

Ⅵ特別利益         

1.投資有価証券売却益  46,138 46,138 0.2 － － － △46,138 

Ⅶ特別損失         

1.固定資産売却損 ※3  1,967   －    

2.施設利用会員権売却損  1,200   －    

3.施設利用会員権評価損  2,500   1,250    

4.事務所移転費用  － 5,667 0.0 2,589 3,839 0.0 △1,828 

税引前当期純利益   3,753,759 18.3  4,105,179 19.0 351,420 

法人税、住民税及び事
業税 

 1,570,031   1,699,642    

法人税等調整額  △39,488 1,530,542 7.5 9,285 1,708,927 7.9 178,384 

当期純利益   2,223,216 10.8  2,396,252 11.1 173,035 

前期繰越利益   325,486   －  － 

中間配当額   270,448   －  － 

当期未処分利益   2,278,254   －  － 
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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６月23日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ当期未処分利益   2,278,254 

Ⅱ任意積立金取崩額    

1.特別償却準備金取崩額  5,218 5,218 

合計   2,283,472 

Ⅲ利益処分額    

1.配当金  387,486  

2.役員賞与金  50,000  

3.任意積立金    

(1) 別途積立金  1,200,000 1,637,486 

Ⅳ次期繰越利益   645,985 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計 

特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 
残高    （千円） 

3,052,490 4,677,476 4,677,476 177,336 11,669 10,000,000 2,278,254 12,467,260 △159,186 20,038,040

事業年度中の変動額           

新株の発行 2,464 2,448 2,448             4,912

特別償却準備金の
取崩（注） 

        △5,218   5,218 －   －

特別償却準備金の
取崩 

        △5,218   5,218 －   －

別途積立金の積立
（注） 

          1,200,000 △1,200,000 －   －

剰余金の配当(注)             △387,486 △387,486  △387,486

剰余金の配当             △426,388 △426,388   △426,388

役員賞与（注）             △50,000 △50,000   △50,000

当期純利益             2,396,252 2,396,252   2,396,252

自己株式の取得                 △216 △216

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） 

2,464 2,448 2,448 － △10,436 1,200,000 342,813 1,532,377 △216 1,537,072

平成19年３月31日 
残高       （千円） 

3,054,954 4,679,924 4,679,924 177,336 1,232 11,200,000 2,621,068 13,999,638 △159,403 21,575,113

 

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18年３月31日 
 残高    （千円） 

474,920 474,920 20,512,961 

事業年度中の変動額    

新株の発行     4,912 

特別償却準備金の
取崩（注） 

    － 

特別償却準備金の
取崩 

    － 

別途積立金の積立
（注） 

    － 

剰余金の配当(注)     △387,486 

剰余金の配当     △426,388 

役員賞与（注）     △50,000 

当期純利益     2,396,252 

自己株式の取得     △216 

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額） 

△132,379 △132,379 △132,379 

事業年度中の変動額 
合計        （千円） 

△132,379 △132,379 1,404,693 

平成19年３月31日   
残高       （千円） 

342,541 342,541 21,917,654 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）  

(1) 満期保有目的の債券 

             同    左 

  (2) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

  (3) 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） 

(3) 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） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及びこ

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、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっており

ます。 

時価のないもの 

同    左 

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

原材料・貯蔵品……最終仕入原価法 

仕掛品………………個別法による原価法 

同    左 

３．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、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備は除く）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          15～38年 

 機械及び装置        10年 

(1) 有形固定資産 

同    左 

  (2) 無形固定資産 

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（５年）に

基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

同    左 

４．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 

  (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、翌

期賞与支給見込額のうち当期に帰属する

部分の金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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (3)     ―――――― (3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えて、当事業年度

 における支給見込額に基づき計上してお

 ります。 

（会計方針の変更） 

  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。 

  これにより営業利益、経常利益及び税

 引前当期純利益は、それぞれ50,000千円

 減少しております。 

  (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及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、数理計算上の差異は、５年によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理することと

しております。 

(4) 退職給付引当金 

      同    左 

  (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金支給内規に基づく期

末要支給見込額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同    左 

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。 

同    左 

６．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特例処理を行っ

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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

 (3) ヘッジ方針 

 金利リスク低減のため対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同    左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップで

あるため、有効性の評価は省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同    左 

-44-

㈱ﾌﾟﾛﾈｸｻｽ(7893)　平成19年３月期決算短信



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は21,917,654

千円であります。 

 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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

 ──────  （企業結合に係る会計基準等） 

  当事業年度より、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号平成17年12月27日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号平成17年12月27日）を適用してお

ります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （損益計算書） 

   前事業年度まで特別損失の「その他」（前事業年度は 

 6,000千円）に含めて表示しておりました「施設利用会員 

 権評価損」は、重要性が増加したことから、区分掲記しま

 した。    

 （損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「施設利用会員

権売却損」（当事業年度は61千円）は、金額が僅少となっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示することに

しました。  
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加269,715株は、平成18年４月１日付の株式分割による増加269,516株および単 

   元未満株式の買取りによる増加199株であります。 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．会社が発行する株式の総数 普通株式  69,750,000株

発行済株式の総数 普通株式  19,643,850株

※１．                ────── 

  

 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。 

  

※２． 当社が保有する自己株式の数は、普通株式269,516

株であります。 

※２．        ────── 

※３． 国庫補助金等の受入れにより、土地の取得価額か

ら控除している圧縮記帳額は105,760千円でありま

す。 

※３．        同    左 

  ４． 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474,920

千円であります。  

  ４．               ────── 

※５． 関係会社に対する負債には区分掲記されものの 

ほか次のものがあります。 

買掛金 261,284千円

  

※５． 関係会社に対する負債には区分掲記されものの 

ほか次のものがあります。 

買掛金   283,984千円

  

※６．        ────── ※６． 期末日満期手形 

         期末日満期手形の会計処理については、手形交換

    日をもって決済処理をしております。なお、当期末

    日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期

       手形が期末残高に含まれております。 

受取手形     5,620千円

  

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

      30,000千円 

※１．研究開発費の総額  

   一般管理費に含まれる研究開発費 

     146,061千円  

※２．営業外収益の設備賃貸料には、関係会社との取引

89,518千円が含まれております。 

※２．営業外収益の設備賃貸料には、関係会社との取引

105,263千円が含まれております。 

※３．固定資産売却損は、建物1,967千円であります。 ※３．              ────── 

 
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） 269,516 269,715 － 539,231 

合計 269,516 269,715 － 539,231 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31

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。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械及び装置 272,114 144,483 127,631 

工具器具備品 46,821 34,853 11,968 

合計 318,936 179,336 139,599 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械及び装置 256,868 182,120 74,748 

工具器具備品 19,209 15,811 3,398 

合計 276,078 197,931 78,146 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）        同   左 

（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年内 70,993千円

１年超       68,606 

合計       139,599 

１年内       32,627千円

１年超             45,518 

合計              78,146 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

（注）        同   左 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 （３）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料    74,552千円

減価償却費相当額      74,552 

支払リース料      75,763千円

減価償却費相当額            75,763 

（４）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）減価償却費相当額の算定方法 

 同   左 

２．        ────── ２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内      42,285 千円

１年超 116,285  

合計 158,571  
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（税効果会計関係） 

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 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳 

前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日） 

 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、記載を省略しております。 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

繰延税金資産 （千円） （千円）

退職給付引当金損金算入限度超過額 140,439 161,647 

役員退職慰労引当金否認額 122,995 104,185 

賞与引当金損金算入限度超過額 129,019 116,809 

未払事業税否認額 85,155 76,402 

研究開発費等自己否認額 85,233 120,807 

投資有価証券評価損否認額 118,621 70,632 

その他 222,305 213,980 

繰延税金資産計 903,771 864,465 

繰延税金負債     

特別償却準備金認容額 △4,349 751 

その他有価証券評価差額金 △325,957 186,860 

その他 △62,876 89,955 

繰延税金負債計 △393,183 277,567 

繰延税金資産の純額 510,588 586,897 
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（１株当たり情報） 

（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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,056.19円

１株当たり当期純利益金額 113.05円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 112.48円

１株当たり純資産額 565.41円

１株当たり当期純利益金額 61.78円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 61.74円

   当社は、平成18年４月１日付で株式１株につき２株の株

 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                         528.10円 

 １株当たり当期純利益金額           56.53円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純 

 利益金額                             56.24円

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 2,223,216 2,396,252 

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,000 － 

  （うち利益処分による役員賞与金） (50,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,173,216 2,396,252 

期中平均株式数（株） 19,223,871 38,785,503 

    

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（株） 96,387 28,783 

  （うち新株予約権） (96,387) (28,783) 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  平成18年３月６日開催の当社取締役会の決議に基づき、

 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４月１日付をもって普通株式１株につき２株

  に分割します。 

  （１）分割により増加する株式数 

    普通株式   19,643,850株 

 （２）分割方法 

    平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

   簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株 

   につき２株の割合をもって分割します。 

 ２．配当起算日 

   平成18年４月１日 

 

   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事業年度における１株当たり 

  情報は、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  

            483.58円   

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              41.59円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              41.20円 

 １株当たり純資産額 

             528.10円 

 １株当たり当期純利益 

 金額 

              56.53円 

 潜在株式調整後１株当 

 たり当期純利益金額 

              56.24円 
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６．その他 
(1）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 

          該当事項はありません。 
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(2）生産受注及び販売の状況 

  当社グループ（当社及び連結子会社）において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので製品区 

 分別に記載しております。 

  ①生産実績 

   生産実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

       ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  ②受注状況 

     受注状況を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）  金額は販売価格によっております。 

  

   ③販売実績 

      販売実績を製品区分別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．主要な販売顧客については、該当するものはありません。 

   ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

会社法関連 6,270,855 30.1 7,430,770 33.8 1,159,915 18.5

証券取引法関連 11,572,744 55.6 11,691,022 53.2 118,277 1.0

有価証券印刷 1,665,491 8.0 1,274,564 5.8 △390,927 △23.5

その他 1,307,748 6.3 1,590,782 7.2 283,034 21.6

合計 20,816,839 100.0 21,987,139 100.0 1,170,299 5.6

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

金額 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

会社法関連 6,328,575 492,087 7,370,675 431,992 1,042,099 △60,094

証券取引法関連 11,677,187 916,051 11,803,425 1,028,454 126,237 112,403

有価証券印刷 1,718,855 232,542 1,180,047 138,026 △538,808 △94,516

その他 1,274,695 100,911 1,595,622 105,751 320,927 4,840

合計 20,999,314 1,741,593 21,949,771 1,704,225 950,456 △37,368

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

増減 

(△印減) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

会社法関連 6,270,855 30.1 7,430,770 33.8 1,159,915 18.5

証券取引法関連 11,572,744 55.6 11,691,022 53.2 118,277 1.0

有価証券印刷 1,665,491 8.0 1,274,564 5.8 △390,927 △23.5

その他 1,307,748 6.3 1,590,782 7.2 283,034 21.6

合計 20,816,839 100.0 21,987,139 100.0 1,170,299 5.6
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