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平成19年４月期 決算短信（非連結） 
平成19年６月14日 

上 場 会 社 名        株式会社アスカネット       上場取引所 東京証券取引所マザーズ 

コ ー ド 番 号         2438                        ＵＲＬ  http://www.asukanet.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長兼ＣＥＯ （氏名）福田 幸雄 
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役ＣＦＯ    （氏名）功野 顕也    ＴＥＬ (082)850－1200 
定時株主総会開催予定日  平成19年７月27日 配当支払開始予定日   平成19年７月30日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年７月30日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．19年４月期の業績（平成18年５月１日～平成19年４月30日） 
(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４月期 
18年４月期 

3,278    21.5 
2,698    19.2 

175  △52.3
367    14.4

183  △50.2 
369    25.5 

99  △53.1
211    26.8

 

 
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４月期 
18年４月期 

2,310  61 
4,984  28 

―    ―
4,867  81

6.4
14.7

8.5 
17.5 

5.4
13.7

(参考) 持分法投資損益       19年４月期     ―百万円  18年４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４月期 
18年４月期 

2,148 
2,166 

1,581
1,535

73.6 
70.9 

36,565  42
36,106  28

(参考) 自己資本       19年４月期      1,580百万円  18年４月期      1,535百万円 
 
(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４月期 
18年４月期 

145 
211 

△307
△448

△98 
△76 

394
654

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円  銭  円  銭 百万円 ％ ％

19年４月期 
18年４月期 

―   ―
―   ―

675  00
675  00

675  00
675  00

29
28

29.2 
13.5 

1.9
1.9

20年４月期 
（予想） 

―   ― 1,300  00 1,300  00
 

19.4 
 

 
 
３．20年４月期の業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日） 

（％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 
通    期 

1,730   18.6 
3,900   19.0 

150   111.7
510   190.9

150   103.1
510   177.6

   85   124.6 
290   191.6 

1,966   18
6,708   15
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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、26ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年４月期     43,660株 18年４月期 42,520株 
②期末自己株式数  19年４月期        429株 18年４月期          ―株 
 (注) 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、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は「１ 経営成績
及び財政状態 (3) 次期の見通し」をご参照ください。 
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１ 経営成績及び財政状態 

（1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、個人消費には弱さが見られるものの、企業収益の改善、雇用状況の回復など、

景気は穏やかながら回復基調で推移してまいりました。 

当社を取り巻く環境といたしましては、デジタル一眼レフカメラを中心にデジタルカメラの売上が堅調に推移して

おり、写真を撮影する楽しみ、コンピュータで加工する楽しみ、ネットワークで共有する楽しみ、アウトプットする

楽しみなど、写真の楽しみ方に幅が広がっております。当社が属しております写真業界や葬儀業界におきましては、

企業間競争の激しさが増しており、顧客ニーズへの的確な対応やデジタル化など環境変化への迅速な順応がますます

重要な要素となっております。 

このような状況の中、当社はフューネラル（葬祭）市場に対する遺影写真等画像映像のデジタル加工、通信出力を

主体としたメモリアルデザインサービス事業と、デジタル写真とオンディマンド印刷の融合を目指し、コンシューマ

からプロフェッショナル写真家までをターゲットに個人向け写真集の作製、販売を主体としたパーソナルパブリッシ

ングサービス事業を中心として、一つ一つカスタマイズされたモノ創りにこだわって展開してまいりました。 

 

事業別の概況を示すと、次のとおりであります。 

① メモリアルデザインサービス事業 

当事業を取り巻く環境は、高齢化社会が一段と進行する中でマーケット自体の拡大が見込めるものの、会葬者の減

少による葬儀施行価格の下落傾向が継続化し、決して楽観を許さない状況となっております。 

こうした状況の中で、営業面におきましては、当社の画像処理の高い技術力や充実した自社サポート体制を強調し

た顧客開拓を進め、堅調に新規顧客を獲得し、また、映像を用いた葬儀演出ツールの浸透に努めてまいりましたが、

暖冬の影響もあり全般的に写真加工件数が伸び悩む傾向が見られ、主力の写真加工収入は前事業年度に比べ増加はし

たものの予定を下回る結果となりました。それに伴い、写真加工件数と連動するインクなどのサプライ用品や遺影用

の額の売上にも影響が表れました。生産面におきましては、生産工程や業務分担の見直しを行い、より効率的な生産

体制の構築に努めました。また、新たな取り組みとして、葬儀演出用の光るパネルをもとに、店舗などのディスプレ

ーツールとしての利用をマーケティングし、一定の成果をあげることができました。その結果、売上高は1,588,494千

円（前期比103.5％）となりました。 

② パーソナルパブリッシングサービス事業 

当事業を取り巻く環境は、デジタルカメラが一般化しており、当社が提唱するオンディマンド印刷による１冊から

の写真集という新しい写真表現手法の認知度が徐々にではありますが、高まってきております。 

こうした状況の中で、営業面におきましては、プロフェッショナル写真市場では、東北・北海道エリアに営業人員

を配置し、自社営業により婚礼写真市場を中心として深耕してまいりました。デジタルに関心の高いプロフェッショ

ナル写真家向けのデジタルフォトセミナーや、当社ショールームや全国各地でのミニセミナーを継続的に開催し、デ

ジタルの魅力を伝え、顧客の囲い込みに努めてまいりました。また、婚礼写真市場の他に、学校写真市場や建築写真

市場の開拓を進めてまいりました。海外市場につきましては、引き続きコンベンションへ積極的に参加するほか、当

社製品の品質の高さを確認いただくため無料サンプルを配布し、より一層の顧客拡大を図ってまいりました。写真愛

好家向け市場におきましては、ポジフィルムやネガフィルムでの受注を展開し、団塊の世代を中心に評価を得ており

ますが、サービスの浸透には一定の時間を必要としております。一般コンシューマ市場におきましては、マイブック

エディタ3.0のリリースやオートアルバムサービスを開始するとともに、積極的な広告宣伝を実施し、サービスの認知

度向上に努めてまいり、売上を伸張させました。生産面におきましては、材料調達コストの低減や生産の効率化によ
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り原価率低減を図ってまいりました。開発面につきましては、オートアルバムなど新しいサービスの開発に注力し、

また海外向けの新しい発注用ソフトウェアの開発に着手しております。その結果、売上高は1,690,042千円（前期比

145.4％）となりました。 

 

以上の結果、売上高は3,278,536千円（前期比121.5％）となりましたが、費用面におきましては、主としてパーソ

ナルパブリッシングサービス事業におけるサービス知名度向上のため一時的・集中的な先行投資としての広告宣伝

費・販売促進費の増加や、営業人員の増強による人件費の増加などにより、経常利益は183,721千円（前期比49.8％）、

当期純利益は99,436千円（前期比46.9％）となりました。 

 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産は前事業年度末に比べ、17,477千円減少し、2,148,654千円となりました。これは主に、

生産設備増強のための設備投資により有形固定資産が42,802千円増加し、ソフトウェア開発投資により無形固定資産

が53,589千円増加した一方、これらを手許資金により充当ことなどにより、現金預金が260,177千円減少したことによ

るものであります。当事業年度末における負債は前事業年度末に比べ、64,121千円減少し、566,770千円となりました。

これは主に未払法人税等が87,600千円減少したことによるものであります。当事業年度末における純資産は前事業年

度末に比べ、46,644千円増加し、1,581,833千円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、積極的な設備投資やソフトウェア投資に

より、前事業年度末に比べ260,178千円減少し、394,127千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、145,794千円（前期比69.0％）となりました。これは主に、税

引前当期純利益の計上によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、307,102千円（前期比68.5％）となりました。これは主に、生

産設備の増強や新サービスにかかるソフトウェア投資によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の使用した資金は、98,878千円（前期比129.8％）となりました。これは主に、長期借

入金の返済や自己株式の取得によるものであります。 
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なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期

自己資本比率（％） 49.0 65.0 70.9 73.6

時価ベースの自己資本比率（％） ― 737.1 361.2 179.0

債務償還年数（年） 2.3 0.9 1.2 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 26.7 68.2 58.5 49.8

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 

債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

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 

（注）１ 株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。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負債を対象としております。なお、有利子負債

には、広島市先端科学技術研究開発資金融資制度に基づく、無利息の借入も含めております。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。また、利払いについては、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。 

２ 当社は平成17年４月に上場しており、平成16年４月期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりませ

ん。 

 

（3）次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、企業収益や雇用環境の改善、個人消費の回復により明るい兆しが見えており、景気

動向は回復基調で推移するものと思われます。 

このような状況において、当社は、一つという 少ロットから一人一人のためにカスタマイズされたサービスを提

供するという時代に即したビジネスを展開し、安定した需要の取り込みを目指してまいります。メモリアルデザイン

サービス事業、パーソナルパブリッシングサービス事業とも、収益の安定的成長と適切な利益獲得を至上命題とし、

高付加価値サービスの提供に努めてまいります。 

両事業とも、十分に成長可能な市場を抱えており、それぞれの営業施策により、顧客の獲得やサービスの浸透によ

る売上増加が見込まれます。特にパーソナルパブリッシングサービス事業においては、ご注文いただいた方からの高

い評価を得ており、多くのリピートオーダーを頂いております。また高品質で多品種のサービスを安定供給できる体

制が完備したとともに、写真のアウトプット市場という大きな市場を有しておりますので、サービス知名度向上によ

り大きな事業拡大が可能であると認識しております。 

平成20年４月期は、生産設備の増強や将来のための一定の広告や開発投資をしつつも、平成19年４月期に実施した

広告宣伝投資の成果を刈り取る時期を位置づけておりますが、これまでにない事業ですので、海外や一般コンシュー

マ市場を含む各種案件につきましては不確定な要素も含んでおります。以上により、平成20年４月期の見通しとしま

しては、売上高3,900百万円（前期比119.0％）、営業利益510百万円（前期比290.9％）、経常利益510百万円（前期比

277.6％）、当期純利益290百万円（前期比291.6％）を見込んでおります。 

（注）上記見通しは、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。 

 

(4) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、企業価値の継続的拡大と、株主に対する利益還元を経営の重要な課題と認識しており、配当につきまして

は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を継続して実施して
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いくことを基本方針としております。 

このような方針のもと、当期の配当につきましては、１株当たり675円の配当を予定しております。また、次期の配

当につきましては、１株当たり1,300円の配当を予定しております。 

  

(5) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生

の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資

判断は、本項及び本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本資料発表日現在において当社が判断した

ものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、ご留意下さい。 

 

① 経営成績の変動について 

当社の 近５事業年度における業績の推移は、以下のとおりであります。 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月 平成19年４月

メモリアルデザインサ
ービス事業 

(千円) 1,333,476 1,309,206 1,476,266 1,535,302 1,588,494

パーソナルパブリッシ
ングサービス事業 

(千円) 257,501 490,997 786,369 1,162,761 1,690,042

売上高計 (千円) 1,590,978 1,800,203 2,262,636 2,698,063 3,278,536

売上総利益 (千円) 762,409 901,746 1,235,377 1,483,148 1,793,026

営業利益 (千円) 63,415 151,471 321,690 367,894 175,329

経常利益 (千円) 59,597 148,569 294,055 369,014 183,721

当期純利益 (千円) 16,311 57,936 167,123 211,931 99,436

(注)１ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記

載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 

平成15年４月期につきましては、メモリアルデザインサービス事業が堅調に推移するとともに、パーソナルパブリ

ッシングサービス事業において、特にプロフェッショナル写真市場向けの売上が順調に拡大したため、売上、売上総

利益ともに増加いたしました。また、パーソナルパブリッシング事業において、婚礼写真市場の自社営業による開拓

に重点をおいたため、コンシューマ市場に対する広告宣伝費や販売促進費を抑制したことなどから、販売費及び一般

管理費が減少したため、営業利益、経常利益ともに増加しました。 

平成16年４月期及び平成17年４月期につきましては、売上高の順調な増加に加え、拠点統合による支払家賃等の固

定費削減およびパーソナルパブリッシングサービス事業における製品内製化による利益率の向上が大きく寄与し、大

幅な増益となりました。 

平成18年４月期につきましては、特にパーソナルパブリッシングサービス事業において売上高が順調に増加すると
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ともに、生産効率の向上等により売上総利益率が上昇したため、ショールームの併設や営業人員の増強などにより販

売費及び一般管理費が増加したものの、営業利益、経常利益とも増加しました。 

平成19年４月期につきましては、パーソナルパブリッシングサービス事業を中心に売上高は順調に増加しましたが、

パーソナルパブリッシングサービス事業の認知度向上のため一時的に広告宣伝費を増加させたため、減益となりまし

た。 

当社の 近５事業年度における業績等の推移は上記のとおりでありますが、各期の変動要因は異なっており、今後

の当社の業績等を予測する材料としては、過年度の経営成績だけでは不十分である可能性があります。 

 

② 葬儀施行価格の低下傾向の影響について 

当社のメモリアルデザインサービス事業が対象とする葬儀業界においては、高齢化社会が一段と進行する中でマー

ケット自体の拡大が見込まれるものの、会葬者の減少ににより、葬儀施行価格が全般的に低下傾向にあります。当社

が取扱う遺影写真等の葬儀施行価格全体に占める割合は相対的に低く、葬儀施行価格の低下の影響は限定的なものと

考えており、また、当社では遺影写真自体の高品質化による他社との差別化や葬儀演出関連の新サービスの提案によ

り販売単価の低下を抑制するよう努めております。さらに、画像加工業務の効率化などにより利益率向上にも努めて

おります。しかしながら、このような施策を行ったにもかかわらず、全体的な葬儀施行価格の低下の影響を受け、遺

影写真の販売単価の低下が余儀なくされた場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 競合の影響について 

当社が、メモリアルデザインサービス事業において主として行っている、遺影写真等画像のデジタル加工、通信出

力サービスは、当社が独自に他社に先駆けて開発したものであり、長年培ってきた技術やノウハウによって高い品質

を維持するとともに、全国的な自社サポート拠点の設置による安定的なサービス供給体制を構築しており、他社の追

随を許さないものとなっております。当サービスにおきましては、全体の遺影写真に対する、フルリモートコントロ

ールによる通信出力を活用したデジタル画像加工が占める割合は現在のところまだ相対的に低く、今後とも同方法へ

の切り替え需要が見込めるものと思われます。現在のところ、当社と類似したサービスを提供している会社はありま

すが、品質、サポート体制、顧客基盤、新サービス開発力において当社に優位性があるものと認識しております。従

いまして、当事業を推進していくうえで、他社との競合が激化するような可能性は低いものと考えておりますが、将

来において、新たな技術、手法による遺影写真等の画像加工サービスが開発され、当社が提供するサービスに置き換

わるような事象が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

また、パーソナルパブリッシングサービス事業において提供しております、高品質なオンディマンド写真印刷によ

る、少ロット、低価格の個人向け写真集の作製は、メモリアルデザインサービス事業で蓄積してきた高い画像処理ノ

ウハウや、高度なカラーマネジメント技術、特殊印刷機制御技術など広範囲にわたる技術やノウハウを基として確立

した事業であります。当社と同様の事業を行う会社は存在しますが、品質、営業・サポート体制、顧客基盤、新製品

開発力において当社に優位性があるものと認識しております。しかしながら将来において、技術開発とマーケティン

グの両面において能力の高い企業が市場に参入し、競争の激化によって当社の優位性が失われた場合には、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 

④ システム障害について 

当社の事業はインターネットなど通信ネットワークを利用しているため、地震や水害等の自然災害、火災・電力供

給の停止等の事故あるいはコンピューターウィルス等の外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入等によ
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り、通信ネットワークの切断、ネットワーク機器等の作動不能や誤作動等の事態が生じた場合に、当社の事業に大き

な影響を及ぼす可能性があります。 

当社においては、このようなリスクを回避するため、自動バックアップシステムの構築や、緊急時のシステム対応

の徹底、自家発電設備の導入等、対策を講じておりますが、このような対策にもかかわらず何らかの要因でシステム

に障害が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 顧客情報や顧客資産の管理について 

当社は、写真画像の加工や写真集作製のサービス提供を行っており、この過程において顧客情報を取扱うことにな

ります。また、サービスによってはネガフィルムなど顧客資産を預かることになります。 

そうした顧客情報の機密保持につきましては、情報を取扱うデータベースへのパスワードによるアクセス制御等セ

キュリティ対策を整えるほか、徹底した社員へのモラル教育実施や内部監査の強化などを行うことで、当社内部から

の漏洩防止に努めるとともに、個人情報に関してはプライバシーマークを取得するなど管理体制を整備しております。

また、顧客資産の管理につきましては、管理手法の徹底、教育、付保などの対策を講じております。こうした対策に

もかかわらず、不測の事態により顧客情報の漏洩または顧客資産の紛失が発生した場合、当社の社会的信用の低下や

賠償の支払などにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑥ サービスの展開について 

当社は、新しい写真文化の創造を目指して、常に他社より先駆けて積極的に新サービスを展開する方針であります。

新サービスの展開にあたっては、当社において研究開発やシステム開発を行う必要があり、当該開発が様々な要因に

より時間を要して対応が遅れた場合や、必ずしも当初の想定どおりに進捗しなかった場合には、当社の業績や財務状

態に影響を与える可能性があります。 

また、開発が想定どおりに進捗した場合であっても、販売網の構築や新サービスの認知に時間がかかることや顧客

ニーズに十分応えることができないなどの原因により、収益獲得が想定どおりに進捗しなかった場合には、当社の業

績や財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 海外での事業展開の進捗について 

当社は、特にパーソナルパブリッシングサービス事業においては、新しい写真文化の創造を目指して、アメリカな

ど海外に事業を展開する方針であります。海外への事業展開にあたっては、文化、言語、習慣の違いなどからマーケ

ティングに想定以上の時間がかかったり、適切な代理店網の構築が十分にできないことやサービスの認知に想定以上

の時間がかかるなどの原因により、収益獲得が想定どおりに進捗しなかった場合には、当社の業績や財務状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 知的財産権について 

当社は、積極的に特許権、商標権等の出願を行い、知的財産権の保全を図っていく方針でありますが、これらの登

録出願が認められない可能性があり、そのような場合には当社の今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

当社の知的財産権が侵害された場合には、解決までに多くの時間及び費用が発生するなど、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

当社ではこれまで知的財産権に関しての侵害訴訟等を提起されておりません。しかしながら、当社の事業分野にお

ける知的財産権の現況を完全に把握することは非常に困難であり、当社が把握できないところで知的財産権を侵害し
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ている可能性は否定できません。また、今後当社の事業分野における第三者の特許権など知的財産権が新たに成立し、

損害賠償または使用差止等の請求を受ける可能性があり、そのような場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

⑨ 生産能力の集中について 

当社は、メモリアルデザインサービス事業の生産能力の約３分の２、パーソナルパブリッシングサービス事業の生

産能力のほとんどが広島県広島市の本社に集中しております。これは生産能力の集中による生産設備の高稼動や、効

率的な生産体制の構築、生産人員の教育の容易さなど集中させているメリットが十分にあると判断しているためであ

ります。しかしながら、地震や水害等の自然災害、火災・電力供給の停止等の事故、物流網の障害などが生じた場合、

製品・サービスの供給が滞り、当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 代表取締役社長への依存について 

当社の代表取締役社長である福田幸雄は、当社の創設者であり、会社経営の 高責任者として経営方針や事業戦略

の決定をはじめとして、当社の事業推進において重要な役割を果たしております。 

このため、当社では同氏に対する過度な依存を回避するよう、権限の委譲等により経営リスクの軽減を図るととも

に、他の経営陣の育成に努める等経営体制の構築に努めておりますが、同氏が何らかの理由により業務遂行に支障を

来たすような事態となった場合、当社の業績や事業の推進に影響を与える可能性があります。 

 

⑪ 小規模組織であることについて 

当社は、平成19年４月末現在、取締役３名、監査役２名並びに従業員203名と規模が比較的小さく、社内管理体制も

この規模に応じたものになっております。今後事業拡大に伴い人員増強を図り、社内管理体制もあわせて強化・充実

させていく方針でありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的対応が出来なかった場合は、結果とし

て当社の事業遂行及び拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。 

取締役３名とも当社からの離脱は想定しておりませんが、何らかの理由により当社の経営から外れるような事態が

生じた場合、遅滞なく株主総会を招集して後任の取締役を選定しなければならず、取締役の選任が遅れた場合には当

社の経営活動に支障が生じ、当社の事業戦略、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、小規模な組織であるため、業務を特定の個人に依存している場合があります。今後、さらなる権限委譲や業

務の定型化、代替人員の確保・育成などを進める予定でありますが、特定の役職員の社外流出などにより、当社の業

績と財務状況に影響を与える可能性があります。 

 

⑫ 役員退職慰労金について 

当社では、役員退職慰労金については一定の内規を設けておりますが、発生時期の業績動向等によっては、支払わ

れないこともあります。従いまして、引当金を計上しておりませんが、役員が退任し、費用負担が発生した場合には、

当社の業績と財務状況に影響を与える可能性があります。 

なお、平成19年４月期末時点での、全役員が退任した場合の内規に基づく要支給額は、 大で154,200千円と試算さ

れます。 
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２ 企業集団の状況 

当社には、企業集団を構成する関係会社はありませんので、当社の事業内容について記載いたします。 

当社は、遺影写真等画像映像のデジタル加工、通信出力を主体としたメモリアルデザインサービス事業と個人向け写

真集の作製、販売を主体としたパーソナルパブリッシングサービス事業を主な事業として取り組んでおります。 

当社の事業系統図は以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモリアルデザインサービス事業におきましては、主として葬儀葬祭関連の会社に対し、遺影写真等写真画像のデジ

タル加工、通信出力及びメモリアルビデオなど葬祭関連演出サービスの提供並びに付随するシステム機器、サプライ用

品等の販売を行っております。 

パーソナルパブリッシングサービス事業におきましては、デジタルカメラの急速な普及や、ブロードバンド環境の一

般化を背景に、写真館などのプロフェッショナル写真市場、写真愛好家を中心とするハイエンドアマチュア（注１）市

場、一般コンシューマ市場向けにオンディマンド写真印刷（注２）による１冊からの少ロットに対応した個人向け写真

集（プロフォトブック、アートブック、マイブック）の製造、販売及び関連するソフトウェアの開発、販売を行ってお

ります。 

（注１）ハイエンドアマチュアとは、デジタル一眼レフカメラなどを所有し、写真撮影を趣味としている人々の

ことです。 

（注２）オンディマンド写真印刷とは、フィルムや版を作製することなく、写真データを直接印刷することです。 

納品 発注 

画像データ

画像データ

やネガフイ

ルムなど 
（インターネット・

媒体送付） 
（フルリモートコントロール） 

加工写真 

画像加工 画像データ 

（インターネット） 

エンドユーザー（一般顧客） 

葬儀社・写真館・互助会他 

専用端末機器 

写真館・カメラマン他 

遺影写真 加工前写真 

通信機器及びサプ

ライ用品販売 

 

葬祭関連サー

ビス提供 

写真集（マイブッ

ク・アートブック）

製作・販売 画像データ

写真集(プロフ

ォトブック) 

製作・販売 

専用ソフト

ウェア 

専用ソフト

ウェア 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「おもいを感動に」を経営理念とし、 新のデジタルテクノロジーと独自のネットワークシステムで、写

真そのものが持つ表現力を深め、広げていきたいと考えております。当社が目指すのは、撮影後のフォトイノベーシ

ョンであり、新しい写真文化の創造を使命としております。 

当社のビジネスは、デジタルテクノロジー・スーパーカラーソリューション・ヒューマンリテラシーなど広範囲に

わたる複合的な技術やノウハウの集約によって成り立っています。インターネットなどの通信インフラにより提供さ

れた画像データに高度な画像処理技術や写真印刷技術などを施すことで、完全にカスタマイズされたサービスを一人

一人のお客様に提供し、究極の顧客満足を得る企業を目指してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、新しい写真文化の創造を使命としており、事業の拡大を通して、より多くの感動を提供してまいりたいと

考えております。そのために、事業の安定的成長と適切な利益の獲得が重要な経営目標であると認識しております。

従いまして、当社は経営指標として、売上高増加率と売上高経常利益率を重要視しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、安定成長型のストックビジネスであるメモリアルデザインサービス事業とチャレンジング型ビジネスであ

るパーソナルパブリッシングサービス事業を２本柱として、バランスよく成長させていくことを基本的な戦略として

おります。 

当社の属する写真業界は、デジタルカメラの普及やブロードバンドの一般化により大きな変革期を迎えております。

このような環境のもと、デジタル写真処理、印刷、製本などすべての機能を内製化している強みを生かし、顧客ニー

ズの変化を的確に捉えた新サービスの開発、提案を推し進めるとともに、既存サービスのさらなる浸透に邁進してま

いります。 

メモリアルデザインサービス事業は、当社設立以来の中核事業であり、安定的な成長と利益獲得の基盤が確立して

おります。当事業では、遺影写真加工のさらなるシェアアップと強固な顧客基盤への多様なサービスの提供および生

産性の向上を重点施策として今後の安定成長を目指すとともに、当社の保有する技術やサービスの他市場への展開を

模索してまいります。 

一方、パーソナルパブリッシングサービス事業は、平成14年４月期より本格的に開始した新規事業であり、当社の

成長の原動力として位置づけております。数千億円といわれる写真アウトプット市場をターゲットにしておりますが、

当事業の認知度が未だ低いのが実情であります。今後は、当事業の認知度の向上に努め、印刷による１冊からの写真

集という新しい写真文化の浸透に注力してまいります。海外を含めた写真館などのプロフェッショナル写真分野及び

写真愛好家を中心とするハイエンドアマチュアや一般コンシューマ分野それぞれにおいて、当事業の知名度を向上さ

せ、業容の拡大を図っていく方針であります。生産面においては、業容の拡大に応じた適切な生産能力の増加と生産

効率の向上に努めるとともに、顧客ニーズに即した発注ツールの開発や製品ラインナップの充実に注力いたします。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後の経済の見通しとしましては、企業収益や雇用環境の改善、個人消費の回復により堅調に推移するものと思わ

れます。当社が属しております葬儀業界や写真業界におきましては、引き続き企業間競争が激化しており、新規参入

も含め、競争環境は激化する可能性があります。このような環境のもと、当社は以下の３項目を重点課題としており
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ます。 

 

① 企業体質の強化 

人事評価制度の改善や人材育成体制の充実、権限委譲の促進などにより企業成長の要となる優秀な人材の確保およ

び社員の能力向上を図ってまいります。また、情報管理体制の充実、コンプライアンスや内部統制の強化など企業組

織力の強化にも注力してまいります。 

 

② メモリアルデザインサービス事業の収益力向上 

営業面におきましては、新規顧客の獲得により遺影写真加工におけるシェアアップを継続いたします。既に定評を

いただいておりますＬＥＤを用いた光るパネルの浸透を進め、光るパネル向けの写真加工枚数の増加を目指してまい

ります。現在の葬儀業界は、企業間競争の激化により差別化志向が高いため、葬儀のオリジナル性を高めるための映

像演出に対するニーズが高まっております。豊かな表現を可能にする各種映像コンテンツや、顧客の地域に根ざした

顧客専用映像コンテンツを継続的に開発するとともに、新たな葬儀演出用のツールを開発してまいります。また、光

るパネルのディスプレー業界や飲食業界への販売など新たな取り組みを行ってまいります。 

生産面におきましては、引き続き生産工程を細分化し、高度な技術を要する業務については正社員を中心にさらな

る専門性の向上に注力して、品質の向上を目指すとともに、定型的な業務については非正社員を活用することで利益

率の向上を目指してまいります。 

 

③ パーソナルパブリッシングサービス事業の認知度向上 

当事業におきましては、「デジタルカメラ→インターネット→写真集」という当社が提案する新しい写真文化の浸

透および当事業の知名度向上が大きな課題であります。ハイエンドアマチュア市場や一般コンシューマ市場において

は、自社サイトの充実やきめ細かいサポートによるファン作りや、ウェブと中心とした効率的な宣伝の実施、また有

効な業務提携により販売の拡大に努めてまいります。プロフェッショナル写真市場においては、手薄である北海道・

東北エリアをはじめとした婚礼写真分野のさらなる深耕や、スクール市場、学校アルバム市場などの新たな市場の開

拓を推進してまいります。また、海外においては、アメリカでのサービスの更なる拡大を図るとともに、韓国、オー

ストラリア、ヨーロッパでの市場開拓を進めてまいります。 

生産面におきましては、品質の向上、納期の短縮、及び業務のさらなる効率化、新製品の開発に努めてまいります。

また、印刷など生産のコアになる機能の人材育成に注力してまいります。開発面におきましては、マイブックエディ

タ3.0やオートアルバムなど新サービスの改良に努めるほか、海外マーケット向けにより簡便な発注用ソフトウェアを

開発してまいります。 
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４ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
第11期 

(平成18年４月30日) 
第12期 

(平成19年４月30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 現金預金  659,161  398,984 

２ 受取手形  418  ― 

３ 売掛金  364,885  436,619 

４ 有価証券  ―  20,000 

５ 商品  38,742  42,558 

６ 製品  2,375  3,475 

７ 原材料  27,873  26,837 

８ 仕掛品  6,936  9,004 

９  前渡金  ―  5,908 

10 前払費用  8,044  7,891 

11 繰延税金資産  45,625  48,108 

12 その他  2,228  1,088 

 貸倒引当金  △2,426  △8,406 

流動資産合計  1,153,864 53.3  992,069 46.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 372,031 382,764  

減価償却累計額  44,968 327,062 67,173 315,590 

(2) 構築物  8,786 8,786  

減価償却累計額  1,092 7,693 2,002 6,783 

(3) 機械装置  234,099 337,381  

減価償却累計額  53,343 180,755 105,047 232,334 

(4) 車両運搬具  1,905 1,905  

減価償却累計額  1,616 288 1,708 196 

(5) 工具器具備品  139,823 172,653  

減価償却累計額  69,721 70,102 93,982 78,670 

(6) 土地 ※１ 236,059  236,059 

(7) 建設仮勘定  4,870  ― 

有形固定資産合計  826,833 38.2  869,635 40.5

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  33,836  109,234 

(2) ソフトウェア仮勘定  23,070  ― 

(3) その他  682  1,944 

無形固定資産合計  57,589 2.6  111,179 5.1
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第11期 

(平成18年４月30日) 
第12期 

(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  27,757  72,912 

(2) 出資金  10  10 

(3) 従業員長期貸付金  1,360  1,120 

(4) 長期前払費用  3,246  2,818 

(5) 固定化営業債権  132  91 

(6) 繰延税金資産  8,425  8,030 

(7) 保険積立金  46,250  49,322 

(8) 敷金保証金  39,424  40,190 

(9) その他  1,375  1,375 

貸倒引当金  △136  △100 

投資その他の資産合計  127,844 5.9  175,770 8.2

固定資産合計  1,012,267 46.7  1,156,584 53.8

資産合計  2,166,131 100.0  2,148,654 100.0
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第11期 

(平成18年４月30日) 
第12期 

(平成19年４月30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 買掛金  65,194  62,094 

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※１ 47,912  38,796 

３ 未払金  73,804  120,657 

４ 未払費用  32,073  40,135 

５ 未払法人税等  95,000  7,400 

６ 未払消費税等  6,264  18,792 

７ 預り金  5,379  5,885 

８ 賞与引当金  60,000  75,100 

９ その他  1,974  663 

流動負債合計  387,603 17.9  369,523 17.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 215,835  177,039 

２ 退職給付引当金  10,351  12,288 

３ その他  17,102  7,919 

固定負債合計  243,289 11.2  197,247 9.2

負債合計  630,892 29.1  566,770 26.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 476,050 22.0  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  592,050  ― 

資本剰余金合計  592,050 27.3  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  1,693  ― 

２ 任意積立金    

(1) 特別償却準備金  2,304 2,304 ― ― 

３ 当期未処分利益  455,293  ― 

利益剰余金合計  459,291 21.2  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  7,847 0.4  ― ―

資本合計  1,535,238 70.9  ― ―

負債・資本合計  2,166,131 100.0  ― ―
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第11期 

(平成18年４月30日) 
第12期 

(平成19年４月30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  ― ―  490,300 22.8

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ―  606,585 

資本剰余金合計  ― ―  606,585 28.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ―  1,693 

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金  ― 1,435  

繰越利益剰余金  ― ― 526,898 528,333 

利益剰余金合計  ― ―  530,026 24.7

４ 自己株式  ― ―  △50,775 △2.3

株主資本合計  ― ―  1,576,136 73.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― ―  4,622 0.2

評価・換算差額等合計  ― ―  4,622 0.2

Ⅲ 新株予約権  ― ―  1,123 0.0

純資産合計  ― ―  1,581,883 73.6

負債・純資産合計  ― ―  2,148,654 100.0
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(2) 損益計算書 

 

  
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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    

１ 役務収益  1,114,300 1,150,020  

２ 製品売上高  1,162,382 1,681,572  

３ 商品売上高  421,380 2,698,063 100.0 446,943 3,278,536 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 役務原価  378,352 398,207  

２ 製品売上原価    

(1) 期首製品たな卸高  1,624 2,375  

(2) 当期製品製造原価  562,964 818,905  

合計  564,589 821,280  

(3) 製品他勘定振替高 ※１ 13,714 34,811  

(4) 期末製品たな卸高  2,375 3,475  

 製品売上原価  548,498 782,994  

３ 商品売上原価    

(1) 期首商品たな卸高  30,452 38,742  

(2) 当期商品仕入高  312,048 336,428  

合計  342,500 375,171  

(3) 商品他勘定振替高 ※２ 15,693 28,304  

(4) 期末商品たな卸高  38,742 42,558  

 商品売上原価  288,064 1,214,915 45.0 304,308 1,485,510 45.3

売上総利益  1,483,148 55.0  1,793,026 54.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3,4 1,115,253 41.3  1,617,697 49.3

営業利益  367,894 13.7  175,329 5.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  31 311  

２ 受取配当金  255 255  

３ 受取手数料  1,440 1,368  

４ 為替差益  3,313 7,699  

５ 助成金収入  ― 1,528  

６ その他  1,377 6,417 0.2 1,612 12,775 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  3,662 2,982  

２ 新株発行費  849 ―  

３ 支払手数料  ― 1,164  

４ その他  785 5,297 0.2 238 4,384 0.2

経常利益  369,014 13.7  183,721 5.6
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第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※５ 33 0.0  ― ―

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※６ ― 24  

２ 固定資産除却損 ※７ 1,666 1,666 0.1 420 444 0.0

税引前当期純利益  367,381 13.6  183,276 5.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 160,483 83,738  

法人税等調整額  △5,033 155,450 5.7 100 83,839 2.6

当期純利益  211,931 7.9  99,436 3.0

前期繰越利益  243,362   

当期未処分利益  455,293   
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役務原価明細書 

 

  
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  321,450 85.0 332,523 83.5

Ⅱ 経費 ※１ 56,901 15.0 65,683 16.5

役務原価  378,352 100.0 398,207 100.0

 

(脚注) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

支払リース料 20,068千円

地代家賃 9,866 

備品消耗品費 7,524 
 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

支払リース料 20,454千円

地代家賃 12,351 

備品消耗品費 9,143 
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製造原価明細書 

 

  
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  231,302 41.0 362,354 44.1

Ⅱ 労務費  225,768 40.0 312,566 38.1

Ⅲ 経費 ※２ 107,065 19.0 146,053 17.8

当期総製造費用  564,135 100.0 820,974 100.0

期首仕掛品たな卸高  5,765 6,936 

合計  569,900 827,910 

期末仕掛品たな卸高  6,936 9,004 

当期製品製造原価  562,964 818,905 

 

(脚注) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

１ 原価計算の方法 

総合原価計算を採用しております。 

１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

減価償却費 52,164千円

支払手数料 10,800 

支払リース料 9,063 

外注加工費 9,014 

備品消耗品費 8,992 
 

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

減価償却費 78,446千円

支払手数料 23,353 

備品消耗品費 11,174 

水道光熱費 9,304 

支払リース料 8,436 
 

 



ファイル名：決算短信0704.doc  最終印刷日時：2007/06/12 9:53 
 
 
 
 
 

株式会社アスカネット(2438) 平成19年４月期決算短信（非連結） 

― 21 ― 

(3) 株主資本等変動計算書 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年４月30日残高(千円) 476,050 592,050 592,050

事業年度中の変動額  

 新株の発行 14,250 14,535 14,535

特別償却準備金の取崩  

 剰余金の配当  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 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) 14,250 14,535 14,535

平成19年４月30日残高(千円) 490,300 606,585 606,585

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年４月30日残高(千円) 1,693 2,304 455,293 459,291 ― 1,527,391

事業年度中の変動額   

 新株の発行   28,785

特別償却準備金の取崩  △868 868 ―  ―

 剰余金の配当  △28,701 △28,701  △28,701

 当期純利益  99,436 99,436  99,436

 自己株式の取得  △50,775 △50,775

 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) ― △868 71,604 70,735 △50,775 48,745

平成19年４月30日残高(千円) 1,693 1,435 526,898 530,026 △50,775 1,576,136

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年４月30日残高(千円) 7,847 7,847 285 1,535,523

事業年度中の変動額  

 新株の発行  28,785

特別償却準備金の取崩  ―

 剰余金の配当  △28,701

 当期純利益  99,436

 自己株式の取得  △50,775

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△3,224 △3,224 838 △2,386

事業年度中の変動額合計(千円) △3,224 △3,224 838 46,359

平成19年４月30日残高(千円) 4,622 4,622 1,123 1,581,883
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

 

  
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記
番号

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  367,381 183,276 

 減価償却費  103,075 140,902 

 株式報酬費用  ― 1,123 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △105 5,944 

 賞与引当金の増加額  13,000 15,100 

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  △30,925 1,936 

 受取利息及び受取配当金  △286 △566 

 支払利息  3,662 2,982 

 為替差益  △180 △8 

 固定資産売却益  △33 ― 

 固定資産売却損  ― 24 

 固定資産除却損  1,666 420 

 売上債権の増加額  △40,248 △71,274 

 たな卸資産の増加額  △25,005 △5,948 

 仕入債務の増減額（△は減少）  10,075 △3,100 

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △28,999 12,527 

 その他  39,930 35,721 

小計  413,005 319,059 

 利息及び配当金の受取額  275 553 

 利息の支払額  △3,612 △2,927 

 法人税等の支払額  △198,483 △170,892 

営業活動によるキャッシュ・フロー  211,185 145,794 

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  ― △20,000 

 投資有価証券の取得による支出  ― △50,569 

 有形固定資産の取得による支出  △402,566 △157,392 

 有形固定資産の売却による収入  66 47 

 無形固定資産の取得による支出  △27,502 △74,420 

 長期貸付金の回収による収入  240 240 

 その他  △18,658 △5,007 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △448,420 △307,102 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 長期借入金の返済による支出  △41,492 △47,912 

  株式の発行による収入  ― 28,500 

 配当金の支払額  △22,920 △28,227 

 自己株式の取得による支出  ― △51,239 

公開関連費用の支出  △11,769 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △76,181 △98,878 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  180 8 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △313,236 △260,178 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  967,542 654,305 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 654,305 394,127 
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(5) 利益処分計算書 

 

  
第11期 

(平成18年７月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  455,293 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 特別償却準備金取崩額  868 868 

合計  456,162 

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  28,701 28,701 

Ⅳ 次期繰越利益  427,461 

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

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）を採用しております。

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）を採用しておりま

す。 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、原材料、仕掛品 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

商品、製品、原材料、仕掛品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（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、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     ３～39年 

機械装置   ２～10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。ただ

し、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期

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 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

――― 

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

同左 

６ 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) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当期負担

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職により支給する退職

給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務に基づき計上し

ております。 

（追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、平成17年５月に退職一時金制度の

一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。 

本移行に伴う損益に与える影響は軽

微であります。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職により支給する退職

給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務に基づき計上し

ております。 

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

を採用しております。 

同左 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的投資からなってお

ります。 

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 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書）（企業会計審議会 平成14年８月９日）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,580,759

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 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」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

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1,123千円減少しております。 

 

（減価償却方法の変更） 

当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降取得の固定資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減価償却費を計上しておりま

す。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

表示方法の変更 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差益」（前事業年度7千円）

については、営業外収益総額の100分の10超となったた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

（貸借対照表） 

 当事業年度から、「ソフトウェア仮勘定」（当事業年

度1,262千円）は、資産合計の100分の１以下となったた

め、無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「助成金収入」（前事業年度486千

円）については、営業外収益総額の100分の10超となっ

たため、当事業年度より区分掲記しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

第11期 
(平成18年４月30日) 

第12期 
(平成19年４月30日) 

※１ 担保に供している資産 

建物 81,111千円

土地 75,992 

計 157,103 

上記に対応する債務 

一年以内返済予定の長期借
入金 

18,000千円

長期借入金 109,500 

計 127,500 

なお、建物及び土地に対する根抵当権極度額は、

180,000千円であります。 

※１ 担保に供している資産 

建物 78,816千円

土地 75,992 

計 154,808 

上記に対応する債務 

一年以内返済予定の長期借
入金 

18,000千円

長期借入金 91,500 

計 109,500 

なお、建物及び土地に対する根抵当権極度額は、

180,000千円であります。 

※２ 会社が発行する株式の総数 普通株式 168,000株

発行済株式の総数 普通株式 42,520株 

※２         ――― 

３ 有価証券の時価評価により、純資産額が7,847千

円増加しております。 

なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充足することが制限されており

ます。 

３         ――― 
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(損益計算書関係) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

※１ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 109千円

販売費及び一般管理費 13,605 

計 13,714 
 

※１ 製品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 34,811千円
 

※２ 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 5,404千円

役務原価 5,057 

製品売上原価 1,423 

販売費及び一般管理費 3,807 

計 15,693 
 

※２ 商品他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

有形固定資産 14,953千円

役務原価 4,302 

製品売上原価 5,007 

販売費及び一般管理費 3,680 

その他 359 

計 28,304 
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は20％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は80％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。 

販売手数料 58,429千円

広告宣伝費 80,244 

貸倒引当金繰入額 553 

役員報酬 66,444 

給与手当 266,458 

賞与引当金繰入額 31,270 

退職給付費用 11,760 

旅費交通費 77,825 

減価償却費 41,481 

通信費 72,754 

支払手数料 68,542 
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は39％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は61％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。 

販売手数料 103,406千円

広告宣伝費 406,836 

貸倒引当金繰入額 7,238 

給与手当 308,652 

賞与引当金繰入額 37,112 

退職給付費用 11,933 

旅費交通費 90,353 

減価償却費 49,052 
 

※４ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

23,563千円 

※４ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 

28,451千円 

※５ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置 33千円
 

※５         ――― 

※６         ――― ※６ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 24千円
 

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 1,666千円
 

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 420千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

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) 42,520 1,140 ― 43,660
 
（変動事由の概要） 

増加数は、新株引受権の行使によるものであります。 

 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

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) ― 429 ― 429
 
（変動事由の概要） 

増加数は、市場買付によるものであります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 
内訳 

目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 
年度末 

当事業年度末
残高 

（千円） 

新株引受権付社債 普通株式 1,140 ― 1,140 ― ―

ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― 1,123

合計 ― 1,140 ― 1,140 ― 1,123

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 新株引受権付社債の目的となる株式の数の減少は、権利行使によるものであります。 

   

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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７月28日 

定時株主総会 
普通株式 28,701 675 平成18年４月30日 平成18年７月31日

 

(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 

決議 株式の種類 配当金の原資
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７月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 29,180 675 平成19年４月30日 平成19年７月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

 

現金預金 659,161千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △4,855 

現金及び現金同等物 654,305 
 

※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 

 

現金預金 398,984千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △4,856 

現金及び現金同等物 394,127 
 

 

(リース取引関係) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

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 

 
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 37,634 15,953 21,681

工具器具備品 31,827 21,397 10,429

合計 69,462 37,350 32,111
 

 
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 37,634 22,963 14,671

車両運搬具 6,801 340 6,461

工具器具備品 27,227 23,021 4,206

合計 71,663 46,324 25,339
 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 16,619千円

１年超 16,267 

合計 32,887 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 11,825千円

１年超 15,081 

合計 26,906 
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 15,374千円

減価償却相当額 14,504 

支払利息相当額 846 
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 14,340千円

減価償却相当額 13,573 

支払利息相当額 587 
 

４ 減価償却相当額の算定方法 

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 減価償却相当額の算定方法 

同左 

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。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

（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。 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

第11期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

① 株式 9,426 18,225 8,798

② 債券 ― ― ―

③ その他 5,155 9,532 4,377

小計 14,581 27,757 13,175

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

① 株式 ― ― ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 14,581 27,757 13,175

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額 

 

区分 
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 ― ― ― ―

② その他 ― 4,627 ― ―

合計 ― 4,627 ― ―
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第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

① 株式 59,995 64,800 4,804

② 債券 ― ― ―

③ その他 5,155 8,112 2,957

小計 65,150 72,912 7,761

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

① 株式 ― ― ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 65,150 72,912 7,761

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 合同運用指定金銭信託 20,000

 

３ その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額 

 

区分 
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 ― ― ― ―

② その他 20,000 4,378 ― ―

合計 20,000 4,378 ― ―

 

(デリバティブ取引関係) 

第11期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 

第11期 
(平成18年４月30日) 

第12期 
(平成19年４月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の

従業員については、退職金規程に基づく社内積立の退

職一時金制度を採用しております。 

なお、当社は平成17年５月に、退職一時金制度の一

部について、確定拠出型年金制度へ移行いたしまし

た。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の

従業員については、退職金規程に基づく社内積立の退

職一時金制度を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 10,351千円

退職給付引当金 10,351 
 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 12,288千円

退職給付引当金 12,288 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

イ.勤務費用 5,947千円

ロ.確定拠出年金への掛金支払額 17,895 

ハ.その他 402 

退職給付費用 24,245 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

イ.勤務費用 3,184千円

ロ.確定拠出年金への掛金支払額 21,175 

退職給付費用 24,360 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してお

り、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給

付債務としております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

（注）１ 退職一時金制度から確定拠出年金制度への

一部移行に伴い退職給付債務が35,630千円

減少しております。 

２ 確定拠出年金制度への資金移管額は35,630

千円であり、４年間で移管する予定です。

なお、当事業年度末時点での未移管額

25,653千円は、流動負債「未払金」に8,551

千円、固定負債「その他」に17,102千円計

上しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

１ 当事業年度における費用計上額及び科目名 

  株式報酬費用  1,123千円 

 

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 平成19年ストック・オプション 

（第１回） 

平成19年ストック・オプション 

（第２回） 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名 当社従業員10名 

株式の種類及び付与数 普通株式 100株 普通株式 150株 

付与日 平成19年２月15日 平成19年２月15日 

権利確定条件 

新株予約権者が権利行使時において当

社の取締役または監査役の地位にあるこ

とを要する。ただし、当社の取締役また

は監査役を任期満了で退任した場合、そ

の他取締役会が特別に認める場合はその

限りではない。 

新株予約権者の相続人による新株予約

権の行使は認めない。 

この他、新株予約権の行使の条件は、

当社取締役会決議に基づき当社と新株予

約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

新株予約権者が、権利行使時において

当社の取締役、監査役または従業員の地

位にあることを要する。ただし、当社の

取締役、または監査役を任期満了で退任

した場合、定年で退職した場合、その他

取締役会が特別に認める場合はその限り

ではない。 

新株予約権者の相続人による新株予約

権の行使は認めない。 

この他、新株予約権の行使の条件は、

当社取締役会決議に基づき当社と新株予

約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

対象勤務期間 自 平成19年２月15日  

至 平成21年２月15日 

自 平成19年２月15日  

至 平成21年２月15日 

権利行使期間 自 平成21年２月16日  

至 平成24年２月15日 

自 平成21年２月16日  

至 平成24年２月15日 

（注） 株式数に換算して記載しております。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業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 

 平成19年ストック・オプション 

（第１回） 

平成19年ストック・オプション 

（第２回） 

権利確定前 

 期首（株） ― ―

 付与（株） 100 150

 失効（株） ― ―

 権利確定（株） ― ―

 未確定残（株） 100 150

権利確定後 

 期首（株） ― ―

 権利確定（株） ― ―

 権利行使（株） ― ―

 失効（株） ― ―

 未行使残（株） ― ―

 

② 単価情報 

 平成19年ストック・オプション

（第１回） 

平成19年ストック・オプション

（第２回） 

権利行使価格（円） 120,000 120,000

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な評価単価（円） 43,149 43,149

 

３ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1) 使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

(2) 主な基礎数値及び見積方法 

 平成19年ストック・オプション

（第１回） 

平成19年ストック・オプション

（第２回） 

株価変動性（注）１ 50.3％ 50.3％

予想残存期間（注）２ ３年６ヶ月 ３年６ヶ月

予想配当（注）３ 675円／株 675円／株

無リスク利子率（注）４ 0.98％ 0.98％

（注）１ 平成17年５月23日から平成19年２月９日までの株価実績に基づき算定しております。 

２ 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっております。 

 ３ 平成18年４月期の配当実績によっております。 

 ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 
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(税効果会計関係) 

 

第11期 
(平成18年４月30日) 

第12期 
(平成19年４月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金否認 24,263千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 710 

未払事業税否認 7,752 

未払事業所税否認 1,501 

未払不動産取得税否認 1,657 

未払販売手数料否認 646 

未払社会保険料否認 2,728 

たな卸資産評価損否認 2,749 

確定拠出年金未移管額（短期） 3,457 

その他 157 

繰延税金資産（流動）合計 45,625 

繰延税金資産の純額 45,625 

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金損金算入限度超過額 4,186 

確定拠出年金未移管額（長期） 6,915 

ソフトウェア否認 1,545 

投資有価証券評価損否認 2,080 

繰延税金資産（固定）合計 14,727 

繰延税金負債（固定） 

特別償却準備金 974 

その他有価証券評価差額金 5,328 

繰延税金負債（固定）合計 6,302 

繰延税金資産の純額 8,425 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金否認 30,369千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,591 

未払事業税否認 1,729 

未払事業所税否認 1,611 

未払販売手数料否認 677 

未払社会保険料否認 5,340 

たな卸資産評価損否認 2,586 

確定拠出年金未移管額（短期） 3,202 

繰延税金資産（流動）合計 48,108 

繰延税金資産の純額 48,108 

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金損金算入限度超過額 4,969 

確定拠出年金未移管額（長期） 3,201 

ソフトウェア否認 1,302 

投資有価証券評価損否認 2,080 

繰延税金資産（固定）合計 11,553 

繰延税金負債（固定） 

特別償却準備金 384 

その他有価証券評価差額金 3,138 

繰延税金負債（固定）合計 3,523 

繰延税金資産の純額 8,030 
 

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

るため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 （％）

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に参入されない項目 3.3

住民税均等割等 2.3

税額控除 △0.6

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7
 

 

 (持分法損益等) 

第11期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

第11期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

第12期(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

 (１株当たり情報) 

 

項目 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

１株当たり純資産額 36,106円28銭 36,565円42銭

１株当たり当期純利益 4,984円28銭 2,310円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

4,867円81銭
 
平成17年10月20日付で普通株式１

株につき４株の株式分割を行ってお
ります。前期首に当該株式分割が行
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。 
 

第10期 
１株当たり純資産額 

31,549円67銭
１株当たり当期純利益 

4,486円30銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,363円05銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 第11期 第12期 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 1,581,883

貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する金
額（千円） 
 新株予約権 ― 1,123

普通株式に係る純資産額(千円) ― 1,580,759

普通株式の発行済株式数(株) ― 43,660

普通株式の自己株式数(株) ― 429

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 

― 43,231
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２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 第11期 第12期 

損益計算書上の当期純利益(千円) 211,931 99,436

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 211,931 99,436

普通株式の期中平均株式数(株) 42,520 43,035

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた当期純利益調整額（千円） 

― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主な内訳（株） 
新株引受権 1,017

―

普通株式増加数（株） 1,017 ―

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まれなかった潜在株
式の概要 

――― 平成19年１月31日取締役
会決議によるストック・
オプション（第１回）
（株式の数100株） 
平成19年１月31日取締役
会決議によるストック・
オプション（第２回）
（株式の数150株） 

 

(重要な後発事象) 

 

第11期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

当社は、平成18年７月28日開催の定時株主総会におい

て、会社法第361条第１項の規定に基づき、取締役のス

トック・オプション報酬額の設定およびストック・オプ

ションとして当社の取締役に対し、新株予約権を発行す

ること、および、会社法第236条、第238条および第239

条の規定に基づき、ストック・オプションとして当社の

従業員に対し、新株予約権を発行することを決議しまし

た。 

――― 
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５ 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 

① 生産実績 

生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
 

 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

事業 生産高(千円) 生産高(千円) 生産高(千円) 前期比(％) 

パーソナルパブリッシングサービス事業 562,964 562,964 818,905 145.5

合計 562,964 562,964 818,905 145.5

 (注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ メモリアルデザインサービス事業は、主に役務提供及び仕入商品の販売であり、生産を伴わないため、生産

実績を記載しておりません。 

 

② 仕入実績 

仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
 

 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

事業 仕入高(千円) 前期比(％) 仕入高(千円) 前期比(％) 

メモリアルデザインサービス事業 311,088 111.4 325,309 104.6

パーソナルパブリッシングサービス事業 960 ― 11,119 1,158.1

合計 312,048 111.8 336,428 107.8

 (注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③ 受注状況 

メモリアルデザインサービス事業、パーソナルパブリッシングサービス事業とも受注実績はありますが、受注から

売上計上までが、メモリアルデザインサービス事業においては概ね１日以内、パーソナルパブリッシングサービス事

業においては概ね20日以内であるため、記載を省略しております。 

 

④ 販売実績 

販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
 

 
第11期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第12期 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

事業 販売高(千円) 前期比(％) 販売高(千円) 前期比(％) 

メモリアルデザインサービス事業 1,535,302 104.0 1,588,494 103.5

パーソナルパブリッシングサービス事業 1,162,761 147.9 1,690,042 145.4

合計 2,698,063 119.2 3,278,536 121.5

(注) １ 主要顧客（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当する相手先はありません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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