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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  
２．配当の状況 

 
(注) 平成19年３月期の年間配当金の内訳 普通配当500円 記念配当250円 

  

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

 

 

平成19年３月期 決算短信(非連結) 
(財)財務会計基準機構会員

 

上 場 会 社 名 株式会社 ピーアンドピー 上場取引所 ＪＱ

コ ー ド 番 号 ２４２６ URL http://www.pandp.net

代  表  者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 山室 正之
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 半田 敏雄 TEL (03)3359－7599  

定時株主総会開催予定日 平成19年６月26日 配当支払開始予定日 平成19年６月27日

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月29日

(百万円未満切捨て)

(1) 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 14,056 (131.3) 678 (151.3) 684 (167.9) 340 (155.1)
18年３月期 6,075 (30.1) 269 (△13.7) 255 (△13.7) 133 (△14.6)

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 3,268 01 3,132 03 16.3 17.2 4.8
18年３月期 4,427 49 4,068 16 9.1 9.4 4.4

(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

(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３月期 4,263 2,264 53.1 21,606 59

18年３月期 3,717 1,914 51.5 55,749 24

(参考) 自己資本 19年３月期 2,264百万円 18年３月期 1,914百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

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 424 △56 9 1,901

 18年３月期 13 △1,465 2,054 1,522

１株当たり配当金
配当金総額 

(年間)
配当性向

純資産 
配当率(基準日)

第１ 
四半期末

中間期末
第３ 

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

19年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 750 00 750 00 78 23.0 3.7

20年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 750 00 750 00 ─ 18.1 ─

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

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 7,394 ( 8.3) 383 (10.1) 383 (9.6) 203 (5.4) 1,937 04

通 期 15,800 (12.4) 820 (20.9) 820 (19.8) 434 (27.5) 4,141 26
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４．その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

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、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

  

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 
(注１) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

(注２) 当社は、平成18年12月１日付で普通株式１株に対し普通株式３株の割合で株式分割を行いました。平成

18年３月期の期末発行済株式数（自己株式を含む）及び自己株式数は、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の株式数をもって算出してあります。 

  

 
  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 19年３月期 104,801.13株 18年３月期 103,031.13株

② 期末自己株式数 19年３月期 2.13株 18年３月期 1.71株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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において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などの判断を行うことは差し控えていただくようお願いします。
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、堅調な内需の拡大や輸出の回復を背景に企業収益が向上し、雇用環境

にも大幅な改善がみられました。それに伴い、個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかな上昇基調を

維持しております。 

 そうしたなかで、当社が事業を営む販売促進に関連する人材アウトソーシング市場においても、ワ

ンセグや地上波デジタル放送などに関連した高機能製品の発売やライフスタイルにこだわる消費者の

台頭により、フィールド（販売現場）における企業のプロモーション活動の重要性が注目され、同市

場は引き続き高い成長を見せております。 

 こうした状況の下、当社は平成18年３月１日に小売・流通業向け総合人材サービス会社であるラス

コーポレーション社（以下ラス社）と合併することにより、クライアントからの多様なニーズに適合

する人材をタイムリーに提供すると同時に、全国規模でのＳＰＯ事業展開に基づく、クライアントへ

のフルサポートを実現するべく注力してまいりました。また、携帯電話、ＡＤＳＬ、デジタルカメ

ラ、大型薄型テレビ（液晶テレビ・ＰＤＰテレビ）、ＤＶＤレコーダー、パソコン等のメーカー並び

に販売代理店などのクライアントへの深耕を強化するとともに、新規顧客開拓にも注力してまいりま

した。 

 この結果、当期の売上高は14,056,389千円（前期比131.3％増加）となりました。また、利益は、

合併による拠点統合、組織再編による人員の効率的配置、システム統合による費用の削減などの融合

効果が着実に推移したことにより、販売費及び一般管理費の売上高比率が18.4％と前期に対して

1.0％減少し、経常利益は684,234千円（前期比167.9％増加）、当期純利益は340,289千円（前期比

155.1％増加）となりました。 

 なお、当期における事業分門別、地域別、及び取扱商材分野別の売上高の概況は以下のとおりであ

ります。 

 (ア) 事業部門別 

 ⅰ）アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業の当期の売上高は9,375,500千円（前期比72.0%増加）となりました。アウ

トソーシング事業では、全国拠点網を活かした営業展開によるモバイル及びデジタル情報家電、試

食試飲の推奨販売の受注増加に対応した結果、売上高は好調に推移いたしました。 

 ⅱ）人材派遣事業 

人材派遣事業の当期の売上高はラス社との合併と、生鮮技術者及び営業販売人材の派遣需要の拡

大に伴ない4,680,888千円（前期比649.6%増加）と大幅に増加いたしました。 

 (イ) 地域別 

ⅰ）東日本 *1 

ラス社との合併により仙台営業所及び札幌営業所の拠点拡充に加え、さらに北関東地区での営業

を推進いたしました。その結果、当期売上高8,958,225千円（前期比107.7%増加）となりました。 

ⅱ）西日本 *2 

ラス社との合併により、広島営業所及び九州地区のサテライト（沖縄を含む）の拠点拡充により

営業を推進いたしました。その結果、当期売上高5,098,163千円（前期比189.3%増加）となりまし

た。 
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 (ウ) 取扱商材分野別 

ⅰ）モバイル・デジタル *3 

ＦＴＴＨ（光通信）及びＡＤＳＬなどのブロードバンド商品群、大型薄型テレビ（液晶テレビ・

ＰＤＰテレビ）及びパソコン等デジタル家電の需要が旺盛であったため堅調に受注が推移した結

果、売上高は7,117,474千円（前期比90.0%増加）となりました。 

ⅱ）ストアサービス *4 

生鮮技術者派遣及び試食試飲の推奨販売、レジスタッフなどの小売店支援に関する需要が旺盛で

あったため堅調に受注が推移した結果、売上高は3,364,195千円（前期比155.5%増加）となりまし

た。 

ⅲ）棚卸サービス *5 

大型小売店や専門店での新規顧客開拓及び既存顧客の受注増加により、売上高1,458,929千円

（全額ラス社分の増加）となりました。 

ⅳ）人材サービス *6 

営業販売人材及び事務派遣の需要増、カード加入促進業務の拡大、小売流通業に特化した人材紹

介事業の展開の結果、売上高2,115,789千円（前期比109.0%増加）となりました。 

 
② 次期の見通し 

次期の見通しとしましては、当社の主要クライアントである情報通信機器業界やデジタル家電業界

の成長が引き続き見込まれることから、全国一括受注体制を確立し、アウトソーシング業界の拡大と

新営業システムのフル活用による業務の効率化により更なる業績の向上に取り組んでいく所存です。 

 これらの見通しを前提にした平成20年３月期の業績予想は売上高15,800百万円（当期比12.4％

増）、経常利益820百万円（当期比19.8％増）、当期純利益434百万円（当期比27.5％増）を予定して

おります。 

  なお、次期の見通しにつきましては、予測しない経済状況などの変化等により変動する場合があ

り、当社として保証するものではないことをご了承ください。 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(ア) 資産 

流動資産は、前期末に比べて、590,677千円増加して3,774,420千円となりました。これは、主とし

て、売上高増加に伴う売掛金の増加221,839千円および現金・預金の増加378,358千円増加などにより

ます。 

 また、固定資産は、差入保証金の減少など44,673千円減少して488,970千円となりました。 

 この結果、総資産は、前期末に比べて、546,004千円増加して4,263,390千円となりました。 

(注) *1: 「東日本」とは、中部（愛知県、三重県、岐阜県）、信越（長野県、新潟県）以東を指します。

*2: 上記*1以外の地域を指します。

*3: 「モバイル・デジタル」とは、従来の「モバイル（移動体通信機器群）」「デジタル（ＡＤＳＬ、デジタルカ
メラ、大型薄型テレビ、パソコンなどの商品群）」「Ｐ＆Ｈ（パーソナル＆ホームに属する商品）」を総称し
て示します。

*4: 「ストアサービス」とは、生鮮技術者派遣、試食・試飲販売促進（デモンストレーション）、レジ業務請負等
を示します（ラス社合併による新サービス分野）。

*5: 「棚卸サービス」とは、小売店舗、倉庫における商品棚卸代行業務等を示します（ラス社合併による新サービ
ス分野）。

*6: 「人材サービス」とは、銀行・クレジットカード会社などのカード加入促進、コールセンター業務、事務・Ｉ
Ｔ人材派遣、流通・小売業を中心とする人材紹介を総称して示します。
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(イ) 負債 

流動負債は、前期末に比べて、179,007千円増加して1,866,202千円となりました。これは、主とし

て、売上増に対応した外注費の増加による買掛金の増加108,304千円、合併に伴う未払金の減少

218,238千円、および利益増加に伴う未払法人税等の増加291,713千円などによります。 

 また、固定負債は、役員退職慰労引当金などが17,244千円増加して132,839千円となりました。 

 この結果、負債合計は、前期末に比べて196,251千円増加し、1,999,042千円となりました。 

(ウ) 純資産 

純資産合計は、前期末に比べて、349,752千円増加して2,264,348千円となりました。また、自己資

本比率は51.5%から53.1%に増加いたしまいた。 

② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前期末と比べて378,358千円増加

し、当期末残高は1,901,243千円となりました。 

(ア) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が705,155千円の計上となった一方、法

人税等が43,198千円の支出となり、差引き424,984千円の収入（前期13,285千円の収入）となりまし

た。 

(イ) 投資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・フローは、差入保証金の回収による収入42,508千円があった一方、新

棚卸システムの開発に係るソフトウェアの取得への投資59,652千円、及び関西支社統合に係わる有形

固定資産の取得の支出22,427千円などにより、56,089千円の支出（前期1,465,755千円の支出）とな

りました。 

(ウ) 財務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・フローは、ストックオプションの行使による収入などにより、9,463

千円の収入（前期2,054,860千円の収入）となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
      （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

   ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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

   ４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※営業キャッシュ・フローは、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、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、利払いにつきましては、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。 

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（％） 60.5 51.5 53.1

時価ベースの自己資本比率（％） 390.4 346.4 164.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,811.4 2.8 5,175.9
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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 

当社は利益配分について、株主への利益還元を重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質

の充実をも勘案しながら、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。 

 なお、今期の配当金につきましては、年間750円（普通配当500円及び会社創立20周年記念特別配当

250円）の復配を予定しております。 

(4) 事業等のリスク 

  ① 個人情報の管理について 

平成17年４月より施行された個人情報保護法は、当社及び人材ビジネス業界にも影響があると考え

られ、それに対する取り組みを誤れば、企業の存続に影響が生じる可能性があります。 

当社では、この問題を重視し、従来より規定している個人情報管理規程を見直したうえで運用を厳格

化しております。さらに、財団法人 日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得

（第A860391(01)）するなど、個人情報管理体制の強化を行っております。 

 従いまして、当社では個人情報が漏洩する危険性は極めて低いと考えておりますが、万一、何らか

の原因により個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合には、当社に対する社会的信用の

低下による売上の減少または損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、当社業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 ② 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入及び料率改定の影響について 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法及び厚生年金保険法により、社員を社会保

険に加入させる義務があります。これにより、現場業務を担当するスタッフを含めた当社の雇用する

労働者で社会保険適用該当者については、社会保険への加入を勧めてきております。今後につきまし

ても、特にスタッフに関する就業実績を継続的に確認し、社会保険適用該当者の未加入が発生しない

よう対処していく方針であります。 

 また、社会保険料の料率改定によって料率が上昇した場合には、雇用事業主である当社にも負担が

発生し、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、国会にて継続審議中である社会保険加

入要件について、当該要件の加入対象枠が、短時間労働者への適用に広がった場合、当社のスタッフ

の社会保険加入人員数が増加することによって雇用事業主である当社にも負担が発生し、当社業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

③ スタッフの確保について 

当社の事業における重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであります。当社事業の継

続的な発展は、質の高いスタッフの確保如何にかかっていると言っても過言ではありません。今後受

注量をさらに拡大させていくためには、スタッフ確保対策を一層強化していく必要があります。 

 そこで当社は、募集方法を多様化し、ＷＥＢ媒体に重点を置いた募集方法を採用するとともに、採

用拠点の多様化により、求職者にとって応募しやすい環境を整えてまいります。さらに採用したスタ

ッフの教育研修を充実することによって、質の高いスタッフの確保を図っていく所存であります。今

後計画通りにスタッフの確保ができない場合には、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 
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④ 競合について 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業については、既に上場している会社を含めて競

合会社が多数存在しております。また、比較的参入が容易なことから、競合がさらに激化する可能性

もあります。当社においては、スタッフへの教育・研修、流通チャネルを巡回営業するスタッフマネ

ジャーによるサービス、コンプライアンス体制の構築、個人情報管理体制の整備、店頭での販売ノウ

ハウや流通チャネル情報の蓄積などによって、競合会社との差別化を図り、競合に打ち勝つべく努力

していく方針でありますが、競争激化に伴う低価格化等の動向によっては、業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑤ 全国展開への対応について 

クライアントの販売現場が全国に展開しつつあることにより、当社にも全国的な対応が要求されて

おります。このため、当社としては、全国拠点網を有するラス社をＭ＆Ａにて買収後合併したことに

より、全国拠点網と当社の各拠点の融合が図れました。全国拠点網を活かし、クライアントの全国一

括受注ニーズにタイムリーに対応する体制を充実させてきております。しかしながら、これらの全国

一括受注への対応が適切に行われない場合には、当社の成長の阻害要因になる可能性があります。 

⑥ 特定の顧客業種への依存度について 

当社の取扱商材分野別の販売状況は、モバイル・デジタル分野のクライアントへの販売比率が

50.5％を占めておりますが、現状では、移動体通信事業者が、ＡＤＳＬや光ファイバー通信（ＦＴＴ

Ｈ）への展開を進めて事業分野を拡大しており、当社もこれに順応した受注体制を整えております。 

 当社は、平成18年３月１日にＭ＆Ａにて買収した子会社であるラス社と合併したことにより、モバ

イル・デジタル分野に特化しない体制に取り組んでおり、同分野の販売比率は低下してきているもの

の、引続き主力事業分野であることから、今後この事業の推移如何によっては、当社の成長の制約要

因となる可能性があります。 

 なお、当期における同分野の主要なクライアントであるＫＤＤＩ株式会社への売上高は1,679百万

円（前期比426百万円増）、同販売比率は11.9％（前期比8.7％減少）となっており、引続き当該企業

の動向にも影響を受ける可能性があります。（ＫＤＤＩ株式会社への売上には、ＡＤＳＬ（ＤＩＯ

Ｎ）を含んでおります。） 

⑦ 代表取締役への依存について 

当社は、現在の代表取締役である山室正之によって創業され、山室正之は今日に至るまで当社の経

営方針の決定、事業推進上の意思決定、人材の採用・教育などに重要な役割を果たしており、今後と

もこの状態は継続するものと考えられます。 

 これに対して当社は、代表取締役からの権限委譲を進めるほか、内部統制システムによる経営会

議、部門会議、年度目標設定研修などの合議制による内部意思決定体制が機能しており、組織そのも

のもフラットで意思疎通過程がシンプルで分かりやすい構成によって、組織として事業経営を推進し

ていく体制を整えております。 

 しかしながら、代表取締役が当社における業務を健全に遂行できなくなる事態が生じた場合には、

当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ 会社規模について 

当社は平成19年３月31日現在の役職員数（内勤者のみ）が254名と中規模な組織であり、内部管理

体制もこのような規模に応じたものとなっております。内部監査機能については、かかる組織規模に

応じたものとなっており、コンプライアンス室によって実施しております。当社は、今後の企業規模

及び事業の拡大に応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制・内部監査機能も強化していく方

針であります。しかしながら、業務の拡大に対して適切かつ十分な人的・組織的対応ができなかった

場合は、事業の拡大に影響を与える可能性があります。 

⑨ 法的規制について 

当社は、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得し、人材派遣

事業を営んでおり、労働者派遣法に基づく規制を受けております。また、職業安定法に基づく有料職

業紹介事業も行っており、職業安定法に基づく規制を受けております。その他、当社が行うアウトソ

ーシング事業及び人材派遣事業に適用のある労働基準法などをはじめとした労働関連法令について、

労働市場を取り巻く社会情勢の変化などに応じて、改正ないし解釈の変更などがあった場合、当社の

事業計画・業績にもその影響を与える可能性があります。 

⑩ ストックオプション制度と株式の希薄化について 

当社は、取締役及び従業員に対して、業務に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストッ

クオプション制度を採用しており、平成14年３月20日開催の臨時株主総会において、旧商法第280条

ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）及び平成16年３月20日開催の臨時株主総会に

おいて、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）を付

与することを決議しております。そして、平成19年３月31日現在の新株予約権等による潜在株式数は

4,530株であり、発行済株式総数104,801.13株の4.3％に相当しております。 

 今後のストックオプション制度の活用については、引き続き検討課題ではありますが、現在付与し

ている新株予約権等により保有株式の株式価値が希薄化する可能性はあります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、親会社等１社（有限会社ワイ・リンク）、子会社１社（株式会社フロス）により構成

されており、アウトソーシング（セールス・プロセス・アウトソーシング（注））事業及び人材派遣事業

を主たる事業としております。なお、上記子会社は重要性が乏しいため、連結財務諸表は作成しておりま

せん。 

（事業系統図） 

  ≪アウトソーシング（ＳＰＯ）事業・人材派遣事業≫ 

 

 （注）セールス・プロセス・アウトソーシング（以下「ＳＰＯ」と略） 

ＳＰＯとは、メーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から店頭販売に至るまでセ

ールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシング事業のことであります。 

具体的には、メーカーセールスの店舗フォロー、販売現場の情報収集、販売戦略へのフィードバックなどセー

ルスプロモーションとフィールドマーケティングを行う総合支援サービスであります。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「クライアントに役立ち、円滑な商品流通を通じて消費者文化の向上に貢献する」ことを基

本として、「働く人に充分な教育を行い、顧客満足度を高める」ことによって、「社業を通じて、クラ

イアントと働く人の成長発展に寄与する」ことを経営の基本方針としております。また、社会的責任を

果たすべく、継続的かつ安定的な企業成長を目指し、株主の皆様のご期待に応えていきたいと考えてお

ります。 

(2) 目標とする経営指標 

人材アウトソーシング事業は中期的には総じて成長市場であると認識しており、当社は一義的には売

上規模の拡大を目指し、同時に利益率の維持向上に努めることで効率経営を図っていく方針です。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、これまでメーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から店頭販売

に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシング事業（ＳＰＯ）を事業の中

核として取り組んでまいりました。 

 また、Ｍ＆Ａにて買収した子会社ラス社を平成18年３月１日に合併したことによって、これまで築い

た販売促進のトータルアウトソーシング事業（ＳＰＯ）をベースに、消費財の流通経路におけるすべて

の段階でのアウトソーシング事業を積極的に展開してまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社は、これまで販売促進のトータルアウトソーシング事業（ＳＰＯ）を中心に事業展開してまいり

ました。今後につきましても、平成18年３月１日のラス社との合併によるシナジー効果を一層発揮して

ゆくとともに、さらなる企業価値の拡大を進めてまいります。 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当社は、「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」（平成19年３月31日付）を

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」（平成19年５月２日付）で開示しておりますので、ご参

照下さい。 
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４．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)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,522,884 1,901,243

 ２ 受取手形 8,656 ─

 ３ 売掛金 1,545,274 1,767,113

 ４ 前払費用 19,798 21,795

 ５ 繰延税金資産 78,363 80,086

 ６ その他 13,134 10,545

   貸倒引当金 △4,369 △6,365

  流動資産合計 3,183,742 85.6 3,774,420 88.5 590,677

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 55,223 59,574

    減価償却累計額 △14,134 41,089 △14,637 44,937

  (2) 車両運搬具 22,094 22,094

    減価償却累計額 △6,169 15,924 △11,240 10,854

  (3) 工具器具備品 88,056 98,333

    減価償却累計額 △64,362 23,694 △73,900 24,432

   有形固定資産合計 80,708 2.2 80,224 1.9 △483

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 110,774 135,158

  (2) 電話加入権 7,431 7,431

  (3) 意匠権 2,555 1,222

   無形固定資産合計 120,760 3.3 143,811 3.4 23,050

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 10,000 10,000

  (2) 破産債権、再生債権、 

    更生債権、その他 

    これらに準ずる債権

33,937 42,562

  (3) 長期前払費用 230 8,017

  (4) 繰延税金資産 48,571 6,251

  (5) 差入保証金 207,208 164,699

  (6) 保険積立金 66,165 74,896

    貸倒引当金 △33,937 △41,492

   投資その他の資産合計 332,175 8.9 264,934 6.2 △67,240

  固定資産合計 533,644 14.4 488,970 11.5 △44,673

  資産合計 3,717,386 100.0 4,263,390 100.0 546,004
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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)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※１ 828,700 937,004

 ２ 未払金 477,244 259,005

 ３ 未払費用 73,893 77,624

 ４ 未払法人税等 19,430 311,144

 ５ 未払消費税等 146,590 151,458

 ６ 前受金 1,460 2,725

 ７ 預り金 116,321 78,398

 ８ 賞与引当金 21,349 46,781

 ９ その他 2,204 2,061

  流動負債合計 1,687,195 45.4 1,866,202 43.8 179,007

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 11,629 10,824

 ２ 役員退職慰労引当金 103,965 122,015

  固定負債合計 115,594 3.1 132,839 3.1 17,244

  負債合計 1,802,790 48.5 1,999,042 46.9 196,251

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 1,369,607 36.8 ― ― ─

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,108,141 ─ ─

  資本剰余金合計 1,108,141 29.8 ― ― ─

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 8,086 ―

 ２ 任意積立金

  (1) 別途積立金 250,000 ―

 ３ 当期未処理損失(△) △821,039 ―

  利益剰余金合計 △562,953 △15.1 ― ― ─

Ⅳ 自己株式 ※３ △199 0.0 ― ― ─

  資本合計 1,914,596 51.5 ― ― ─

  負債資本合計 3,717,386 100.0 ― ― ─
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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)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,374,374 32.2 ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 542,908

    資本剰余金合計 ― ― 542,908 12.7 ─

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ─ 347,307 ─

    利益剰余金合計 ― ― 347,307 8.2 ─

 ４ 自己株式 ― ― △241 △0.0 ─

   株主資本合計 ― ― 2,264,348 53.1 ─

   純資産合計 ― ― 2,264,348 53.1 ─

   負債純資産合計 ― ― 4,263,390 100.0 ─
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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)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,075,847 100.0 14,056,389 100.0 7,980,541

Ⅱ 売上原価 ※２ 4,631,369 76.2 10,795,966 76.8 6,164,597

   売上総利益 1,444,477 23.8 3,260,422 23.2 1,815,944

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,174,638 19.4 2,582,335 18.4 1,407,697

   営業利益 269,839 4.4 678,086 4.8 408,247

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 96 997

 ２ その他 4,678 4,774 0.1 9,821 10,818 0.1 6,044

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,751 82

 ２ 新株発行費 10,825 ─

 ３ 株式交付費 ─ 960

 ４ その他 3,635 19,212 0.3 3,628 4,670 0.0 △14,541

   経常利益 255,401 4.2 684,234 4.9 428,833

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 1,750 ─

 ２ 過年度未払金精算益 ─ 1,750 0.0 41,677 41,677 0.3 39,927

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 11,057 1,895

 ２ 合併関連費用 20,588 ─

 ３ 貸倒引当金繰入額 31,652 ─

 ４ 過年度法定福利費 ─ 63,298 1.0 18,861 20,756 0.2 △42,542

   税引前当期純利益 193,853 3.2 705,155 5.0 511,302

   法人税、住民税及び 

   事業税
67,491 324,268

   法人税等調整額 △ 7,019 60,471 1.0 40,598 364,866 304,395

   当期純利益 133,382 2.2 340,289 206,906

   前期繰越利益 297,913 ―

   合併引継未処理損失 1,252,335 ―

   当期未処理損失(△) △ 821,039 ―
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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４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,369,607 1,108,141 1,108,141

事業年度中の変動額

 新株予約権の行使による株式発行 4,766 4,766 4,766

 欠損填補 △570,000 △570,000

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 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) 4,766 △565,233 △565,233

平成19年３月31日残高(千円) 1,374,374 542,908 542,908

株主資本

純資産 

合計

利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計利益 
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計別途 

積立金
繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 8,086 250,000 △821,039 △562,953 △199 1,914,596 1,914,596

事業年度中の変動額

 新株予約権の行使による株式発行 9,533 9,533

 欠損填補 △8,086 △250,000 828,086 570,000 ─ ─

 当期純利益 340,289 340,289 340,289 340,289

 自己株式の取得 △110 △110 △110

 自己株式の処分 △27 △27 67 40 40

 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) △8,086 △250,000 1,168,347 910,261 △42 349,752 349,752

平成19年３月31日残高(千円) ─ ─ 347,307 347,307 △241 2,264,348 2,264,348
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

  

 

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)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 193,853 705,155 511,302

   減価償却費 13,206 57,616 44,410

   貸倒引当金の増減額 31,784 9,550 △22,233

   賞与引当金の増減額 1,666 25,431 23,765

   役員退職慰労引当金の増減額 17,840 18,050 210

   受取利息 △96 △997 △901

   支払利息 4,751 82 △4,669

   固定資産除却損 11,057 1,895 △9,162

   固定資産売却益 △1,750 ─ 1,750

   新株発行費 10,825 ─ △10,825

   売上債権の増減額 △124,469 △221,808 △97,339

   仕入債務の増減額 69,042 108,304 39,262

   未払金の増減額 △148,808 △218,238 △69,430

   未払消費税の増減額 52,357 4,867 △47,489

   役員賞与の支払 △1,710 ─ 1,710

   その他 56,325 △22,641 △78,966

    小計 185,875 467,268 281,393

   利息の受取額 96 997 901

   利息の支払額 △4,751 △82 4,669

   法人税等の支払額 △167,933 △43,198 124,735

   営業活動によるキャッシュ・フロー 13,285 424,984 411,698

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △29,717 △22,427 7,290

   有形固定資産の売却による収入 4,124 ─ △4,124

   無形固定資産の取得による支出 △21,713 △59,652 △37,939

   合併による支出 △1,364,298 ─ 1,364,298

   差入保証金の差入による支出 △57,590 ─ 57,590

   差入保証金の回収による収入 ─ 42,508 42,508

   その他 3,438 △16,518 △19,956

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,465,755 △56,089 1,409,666

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 1,810,000 300,000 △1,510,000

   短期借入金の返済による支出 △2,060,000 △300,000 1,760,000

   配当金の支払額 △18,954 ─ 18,954

   株式の発行による収入 2,311,494 ─ △2,311,494

   新株予約権の行使による収入 12,519 9,533 △2,985

   自己株式取得による支出 △199 △110 89

   自己株式処分による収入 ─ 40 40

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,054,860 9,463 △2,045,396

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 602,390 378,358 △224,031

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 920,494 1,522,884 602,390

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,522,884 1,901,243 378,358
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(5) 損失処理計算書 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月期)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処理損失 △ 821,039

Ⅱ 損失処理額

 １ 任意積立金取崩額

    別途積立金取崩額 250,000

 ２ 利益準備金取崩額 8,086

 ３ 資本準備金取崩額 570,000 828,086

Ⅲ 次期繰越利益 7,047
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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) 子会社株式

 移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1) 子会社株式

同左

２ 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。ただ
し、平成10年４月１日以降取得した
建物(建物付属設備は除く)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 ３－15年
車両運搬具 ２－６年
工具器具備品 ３－８年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法 (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。

(1)        ――――――

(2)        ―――――― (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。 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

当事業年度より「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会 平成18年８月11日 

実務対応報告第19号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影

響は軽微であります。

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

 従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度に

対応する金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(4)        ―――――― (4) 役員賞与引当金

 役員賞与の支払に備えるため、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。
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重要な会計方針の変更 

 
  

追加情報 

 

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 キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限が到来

する短期的な投資からなっておりま

す。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

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)

（固定資産の減損会計に係る会計基準）

 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「貸借対象表の純資産の
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。 
 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、変わ
りはありません。

―――――― （役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４
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。

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．スプレッド方式による新株発行
平成18年１月25日に実施した有償一般募集によ

る新株式発行（4,000株）は、発行価額（580,580
円）で引受をおこない、当該発行価額とは異なる
発行価格（618,860円）で一般投資家に販売するス
プレッド方式によっております。スプレッド方式
では、発行価格の総額と発行価額の総額との差額
153,120千円が事実上の引受手数料であり、発行価
額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来
の方式であれば、新株発行費として処理されてい
たものであります。

このため、従来の方式によった場合と比較し
て、新株発行費の額及び、資本金と資本準備金の
合計額はそれぞれ153,120千円少なく計上されてお
ります。その結果、経常利益及び税引前当期純利
益は同額多く計上されております。

――――――
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 財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
  

(損益計算書関係) 

 

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 関係会社に対する事項は、次のとおりでありま

す。

買掛金 3,686千円

  １        ――――――

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数    普通株式 64,000株

発行済株式総数  普通株式 34,343.71株

 ２        ――――――

※３ 自己株式

 当社が保有する自己株式の数は、端株の買取分

のみで、普通株式0.57株であります。

  ３        ――――――

 ４ 資本の欠損

 資本の欠損の額は、571,239千円であります。

  ４        ――――――

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 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

役員報酬 87,450千円

従業員給与 391,970千円

賞与引当金繰入額 15,999千円

賞与 35,158千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,840千円

採用教育費 173,151千円

賃借料 90,409千円

法定福利費 90,563千円

減価償却費 11,509千円

 

※１ 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

役員報酬 85,911千円

従業員給与 1,012,285千円

賞与引当金繰入額 38,957千円

賞与 91,766千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,050千円

採用教育費 384,794千円

賃借料 239,209千円

法定福利費 124,080千円

減価償却費 35,384千円

貸倒引当金繰入額 10,443千円

 

※２ 関係会社に対する事項は、次のとおりでありま

す。

外注費 59,498千円

  ２       ―――――― 

 

 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 1,750千円

  ３       ――――――

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5,105千円

工具器具備品 601千円

ソフトウェア 5,350千円

合計 11,057千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,834千円

工具器具備品 61千円

合計 1,895千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加     68,687.42株 

 新株予約権の行使による増加  1,770.00株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加   1.82株 

 端株の買取による増加  0.34株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 端株の売却による減少  0.60株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

    (1) 配当金支払額 
      該当事項はありません。      
  

    (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 34,343.71 70,457.42 ─ 104,801.13

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 0.57 2.16 0.60 2.13

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 78,599 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日

 

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 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,522,884千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 1,522,884千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,901,243千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

─千円

現金及び現金同等物 1,901,243千円
 

 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に合併した株式会社ラスコーポレーシ
ョンより引き継いだ資産及び負債の主な内訳は、次
のとおりであります。

流動資産 1,656,571千円

固定資産 228,116千円

資産合計 1,884,688千円

流動負債 1,267,250千円

固定負債 161,629千円

負債合計 1,428,879千円

 ２        ──────
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(リース取引関係) 

 
  

(有価証券関係) 

 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)において、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。 

  

(デリバティブ取引関係) 

 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) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

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)

 

 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

機械及び 
装置 

(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円)

合計 
 

(千円)

取得価額 
相当額

102,600 44,810 147,410

減価償却累計額 
相当額

75,440 18,990 94,430

期末残高 
相当額

27,159 25,819 52,979

 

 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

機械及び 
装置 

(千円)

工具器具 
及び備品 
(千円)

合計 
 

(千円)

取得価額 
相当額

102,600 44,810 147,410

減価償却累計額 
相当額

95,960 26,958 122,918

期末残高 
相当額

6,639 17,851 24,491

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 29,752千円

１年超 25,833千円

 合計 55,585千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,929千円

１年超 13,903千円

 合計 25,833千円

 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,733千円

減価償却費相当額 2,456千円

支払利息相当額 222千円
 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 31,723千円

減価償却費相当額 28,487千円

支払利息相当額 1,971千円

 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。

 ⑤ 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。

(減損損失について)

   リース資産に配分された減損損失はありません。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左 

  

  

(減損損失について)

同左

- 22 -



㈱ピーアンドピー（2426） 平成19年３月期決算短信（非連結）

  

(退職給付関係) 

 
  

(ストック・オプション等関係) 

ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため、開示を省略します。 

  

(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は確定拠出型年金制度を採用しております。

  当期の確定拠出年金への掛け金支払額は5,392千円

であります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は確定拠出型年金制度を採用しております。

  当期の確定拠出年金への掛け金支払額は17,381千円

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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 8,689千円

貸倒引当金 1,666千円

解約違約金 21,443千円

過年度未払給与 17,398千円

夏季賞与未払社会保険 1,006千円

身障者雇用未払費用 2,950千円

未払労働保険料 10,430千円

未払事業税 8,796千円

未払事業所税 7,505千円

役員退職慰労金 42,313千円

合併未払退職金 4,733千円

繰延税金資産計 126,935千円

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 126,935千円

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれています。

流動資産―繰延税金資産 78,363千円

固定資産―繰延税金資産 48,571千円

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 19,039千円

貸倒引当金 1,845千円

夏季賞与未払社会保険 2,174千円

身障者雇用未払費用 1,221千円

未払労働保険料 24,410千円

未払事業税 28,177千円

未払事業所税 5,064千円

役員退職慰労金 49,660千円

合併未払退職金 4,406千円

繰延税金資産小計 135,997千円

評価性引当額 49,660千円

繰延税金資産合計 86,337千円

繰延税金負債 ―

繰延税金資産の純額 86,337千円

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれています。

流動資産―繰延税金資産 80,086千円

固定資産―繰延税金資産 6,251千円

 

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

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1％

被合併会社繰越欠損金 △10.7％

被合併会社過年度法人税等調整額 △7.2％

同族会社の留保金課税 4.2％

住民税均等割等 3.3％

情報通信機器等取得控除 △1.8％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.2％

 

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

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

住民税均等割等 1.7％

同族会社の留保金課税 1.3％

評価性引当金の増加 7.0％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.7％
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(持分法投資損益等) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 子会社等 

  

 
(注) １ 上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

２ 当社外注費の支払については、市場価格を参考に決定しております。 

  

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

属性 会社等の名称 住所
資本金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

子会社 ㈱フロス
東京都 
千代田
区

10,000
アウトソー
シング業

(所有)
直接100

兼任 
役員２名

役務の提
供

外注費 59,498 買掛金 3,686
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(１株当たり情報) 

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額  

 
２ 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 

 
  

(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) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

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株当たり純資産額 55,749円24銭

１株当たり当期純利益金額 4,427円49銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 4,068円16銭
 

１株当たり純資産額 21,606円59銭

１株当たり当期純利益金額 3,268円01銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 3,132円03銭

 

当社は、平成17年５月20日付で普通株式１株に対し普

通株式２株の割合で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

下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額 35,032円17銭

１株当たり当期純利益金額 5,590円25銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 4,840円81銭
 

当社は、平成18年12月１日付で普通株式１株に対し普

通株式３株の割合で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

下のとおりとなっております。

１株当たり純資産額 18,583円08銭

１株当たり当期純利益金額 1,475円83銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 1,356円05銭

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)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,914,596 2,264,348

普通株式に係る純資産額(千円) 1,914,596 2,264,348

普通株式の発行済株式数(株) 34,343.71 104,801.13

普通株式の自己株式数(株) 0.57 2.13

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株 
 式の数(千円)

34,343.14 104,799.00

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) 133,382 340,289

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) ( ―) ( ―)

普通株式に係る当期純利益(千円) 133,382 340,289

普通株式の期中平均株式数(株) 30,125 104,127

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数（株） 2,660 4,520

 （うち新株引受権） 1,313 3,570

 （うち新株予約権） 1,347 950

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

―――――― ――――――
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５ その他 

(1) 役員の異動 

当事業年度における役員の異動はありません。 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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