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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年４月期第１四半期の業績（平成 19 年５月１日 ～ 平成 19 年７月 31 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年４月期第１四半期 931    26.3 140    57.1 144    60.7 82    72.6

19 年４月期第１四半期 737    19.5 89    19.9 89    19.8 47    12.4

19 年４月期 3,278     ― 175     ― 183     ―  99     ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

円    銭 円    銭

20 年４月期第１四半期 1,910    87 ―   ―

19 年４月期第１四半期 1,125    92 1,101    91

19 年４月期 2,310    61 ―   ―

 
(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

20 年４月期第１四半期 2,222 1,638 73.6 37,840    86

19 年４月期第１四半期 2,140   1,553  72.6   36,530    44

19 年４月期 2,148  1,581  73.6   36,565    42

 
(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

20 年４月期第１四半期 154 △62 △30  455

19 年４月期第１四半期 11  △35  △39   589  

19 年４月期 145  △307  △98   394  

 
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 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年４月期 
○年○月期

― 675  00 675  00
20 年４月期  
20 年４月期（予想） ― 1,300  00

1,300  00

 
３．平成 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 1,730   18.6 150   111.7 150   103.1    85   124.6 1,966   18

通     期 3,900   19.0 510   190.9 510   177.6  290   191.6 6,708   15
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４．その他 
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
※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「【定
性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しを背景として、景気は穏やか

な回復基調のうちに推移いたしました。 

当社を取り巻く環境としましては、一般消費者向け写真市場では、デジタル一眼レフカメラが引き続き好調な売れ

行きを示しており、趣味としての写真に広がりを見せるとともに、さらにデジタル写真が一般化しております。一方、

業務向け写真市場や葬儀市場では、厳しい企業間競争が継続しており、顧客満足を高めるための差別化ニーズが高ま

っております。 

このような状況のもと、当社は引き続き、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。 

その結果、当第１四半期会計期間の売上高は 931,186 千円（前年同期比 126.3％）となり、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営業・サポート人員の増強による人件費の増加や売上の増

加に伴う販売手数料や支払手数料の増加などにより販売費・一般管理費が増加しましたものの、売上高の増加に加え、

生産効率の改善等により、売上総利益率が上昇しました結果、経常利益は 144,385 千円（前年同期比 160.7％）、第１

四半期純利益は 82,608 千円（前年同期比 172.6％）となりました。 

 

事業別の概況は、次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、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た結果、堅調に新規顧客を獲得することができました。また、動画を用いた葬儀演出ツールが

好調に推移いたしました。その結果、売上高は 386,793 千円（前年同期比 105.1％）となりました。 

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、婚礼市場を中心とした国内ＢｔｏＢ市場、アメリカを中

心とした海外市場、マイブックサービスを中心としたＢｔｏＣ市場いずれも好調に推移いたしました。その結果、売

上高は 544,393 千円（前年同期比 147.3％）となりました。 

 

各事業別の売上は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日)

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日)

事業 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

対前年 

増減率 

（％） 
金額(百万円) 構成比(％)

メモリアルデザインサービ

ス事業 
368 49.9 386 41.5 5.1 1,588 48.5

パーソナルパブリッシング

サービス事業 
369 50.1 544 58.5 47.3 1,690 51.5

合計 737 100.0 931 100.0 26.3 3,278 100.0

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ73,992千円増加し、2,222,646千円となりました。

これは主に、順調な利益計上等により現金預金が 60,999 千円増加したことや、生産設備の増強等により有形固定資産

が 25,739 千円増加したことによるものであります。当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ

17,505 千円増加し、584,276 千円となりました。これは主に、未払法人税等が 56,500 千円増加したことによるもので

あります。当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ 56,486 千円増加し、1,638,370 千円とな

りました。これは主に、剰余金の配当として 29,180 千円支払った一方で、第１四半期純利益 82,608 千円を計上した

ことによるものであります。 
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また、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ 60,989

千円増加し、455,117 千円となりました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことによるも

のであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、154,318 千円（前年同期比 1,399.2％）となりまし

た。これは主に、税引前第１四半期純利益を 143,825 千円計上したこと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） 

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、62,437 千円（前年同期比 174.1％）となりました。

これは主に、生産設備購入に伴う支出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） 

当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、30,885 千円（前年同期比 77.2％）となりました。

これは、長期借入金の返済や配当金の支払によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

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。 

現時点におきましては、売上、利益につきまして順調に推移しており、平成 19 年６月 14 日に公表いたしました中

間期・通期の業績予想の変更はありません。 

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と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、当社の思惑通りに進展しない場合は、当社の業

績予想に影響を与える可能性があります。 
 

 

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。 
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４ 四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金預金   594,342 459,983   398,984

２ 受取手形   577 ―   ―

３ 売掛金   354,478 425,421   436,619

４ 有価証券   ― 20,000   20,000

５ たな卸資産   80,335 80,270   81,875

６ その他 ※３  76,847 61,009   62,996

貸倒引当金   △3,149 △6,645   △8,406

流動資産合計   1,103,432 51.6 1,040,040 46.8  992,069 46.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物 ※２ 330,065 328,948  315,590 

(2) 機械装置  182,072 239,813  232,334 

(3) 土地 ※２ 236,059 236,059  236,059 

(4) その他  100,141 848,339 39.6 90,554 895,375 40.3 85,651 869,635 40.5

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア  31,083 105,151  109,234 

(2) その他  30,483 61,567 2.9 4,017 109,169 4.9 1,944 111,179 5.1

３ 投資その他の資産     

(1) 保険積立金  47,060 50,077  49,322 

(2) その他  80,185 128,071  126,548 

貸倒引当金  △126 127,119 5.9 △87 178,061 8.0 △100 175,770 8.2

固定資産合計   1,037,026 48.4 1,182,605 53.2  1,156,584 53.8

資産合計   2,140,458 100.0 2,222,646 100.0  2,148,654 100.0

     



㈱アスカネット(2438) 平成 20 年４月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 6

 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   62,325 73,227   62,094

２ 未払法人税等   44,310 63,900   7,400

３ 賞与引当金   32,000 37,900   75,100

４ その他 ※2,3  223,082 228,689   224,929

流動負債合計   361,717 16.9 403,716 18.2  369,523 17.2

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※２  206,136 167,340   177,039

２ 退職給付引当金   10,494 13,219   12,288

３ その他   8,551 ―   7,919

固定負債合計   225,181 10.5 180,559 8.1  197,247 9.2

負債合計   586,899 27.4 584,276 26.3  566,770 26.4

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   476,050 22.2 490,300 22.1  490,300 22.8

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金   592,050 606,585   606,585

資本剰余金合計   592,050 27.7 606,585 27.3  606,585 28.2

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金   1,693 1,693   1,693

(2) その他利益剰余金     

特別償却準備金  1,435 566  1,435 

繰越利益剰余金  475,335 476,770 581,195 581,761  526,898 528,333

利益剰余金合計   478,463 22.4 583,454 26.2  530,026 24.7

４ 自己株式   ― △50,775 △2.3  △50,775 △2.3

株主資本合計   1,546,563 72.3 1,629,564 73.3  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 

   6,710 0.3 6,333 0.3  4,622 0.2

評価・換算差額等 
合計 

  6,710 0.3 6,333 0.3  4,622 0.2

Ⅲ 新株予約権   285 0.0 2,472 0.1  1,123 0.0

純資産合計   1,553,559 72.6 1,638,370 73.7  1,581,883 73.6

負債・純資産合計   2,140,458 100.0 2,222,646 100.0  2,148,654 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 
至 平成19年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   737,538 100.0 931,186 100.0  3,278,536 100.0

Ⅱ 売上原価   335,458 45.5 416,554 44.7  1,485,510 45.3

売上総利益   402,079 54.5 514,631 55.3  1,793,026 54.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   312,644 42.4 374,142 40.2  1,617,697 49.3

営業利益   89,435 12.1 140,489 15.1  175,329 5.4

Ⅳ 営業外収益   1,274 0.2 4,573 0.5  12,775 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※１  868 0.1 677 0.1  4,384 0.2

経常利益   89,841 12.2 144,385 15.5  183,721 5.6

Ⅵ 特別利益   ― ― 1,774 0.2  ― ―

Ⅶ 特別損失   ― ― 2,334 0.2  444 0.0

税引前第１四半期
（当期）純利益 

  89,841 12.2 143,825 15.5  183,276 5.6

法人税、住民税 
及び事業税 

※２ 41,967 61,216  83,738 

法人税等調整額  ― 41,967 5.7 ― 61,216 6.6 100 83,839 2.6

第１四半期(当期) 
純利益 

  47,873 6.5 82,608 8.9  99,436 3.0
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日） 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金
資本剰余

金合計 
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 

株主資本

合計 

平成 18 年４月 30 日残高 

（千円） 
476,050 592,050 592,050 1,693 2,304 455,293 459,291 1,527,391

第１四半期会計期間中の

変動額 
   

特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― △868 868 ― ―

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △28,701 △28,701 △28,701

四半期純利益 ― ― ― ― ― 47,873 47,873 47,873

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中

の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
― ― ― ― △868 20,041 19,172 19,172

平成 18 年７月 31 日残高 

（千円） 
476,050 592,050 592,050 1,693 1,435 475,335 478,463 1,546,563

 

 評価・換算差額等 新株予約権 

 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等合計 
新株引受権 

新株予約権 

合計 

純資産合計 

平成 18 年４月 30 日残高 

（千円） 
7,847 7,847 285 285 1,535,523 

第１四半期会計期間中の

変動額 
  

特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ― 

剰余金の配当 ― ― ― ― △28,701 

四半期純利益 ― ―  ―  ― 47,873 

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中

の変動額（純額） 

△1,137 △1,137 ― ― △1,137 

第１四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
△1,137 △1,137 ― ― 18,035 

平成 18 年７月 31 日残高 

（千円） 
6,710 6,710 285 285 1,553,559 
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当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31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19年４月30日残高(千円) 490,300 606,585 606,585

第１四半期会計期間中の変動額 

特別償却準備金の取崩 

 剰余金の配当 

四半期純利益 

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額） 

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

― ― ―

平成 19 年７月 31 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19年４月30日残高(千円) 1,693 1,435 526,898 530,026 △50,775 1,576,136

第１四半期会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩 △868 868 ―  ―

 剰余金の配当 △29,180 △29,180  △29,180

 四半期純利益 82,608 82,608  82,608

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額） 

  

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

― △868 54,296 53,427 ― 53,427

平成19年７月31日残高（千円） 1,693 566 581,195 583,454 △50,775 1,629,564

 
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19年４月30日残高(千円) 4,622 4,622 1,123 1,581,883 

第１四半期会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩 ― 

 剰余金の配当 △29,180 

 四半期純利益 82,608 

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額（純額） 

1,710 1,710 1,348 3,059 

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

1,710 1,710 1,348 56,486 

平成19年７月31日残高（千円） 6,333 6,333 2,472 1,638,370 
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前事業年度(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) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前第１四半期会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 
至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第１四半期(当期)純利益  89,841 143,825 183,276

減価償却費  27,225 35,027 140,902

株式報酬費用  ― 1,348 1,123

貸倒引当金の増減額（△は減少）  713 △1,774 5,944

賞与引当金の増減額（△は減少）  △28,000 △37,200 15,100

退職給付引当金の増加額  142 931 1,936

受取利息及び受取配当金  △93 △457 △566

支払利息  805 643 2,982

為替差損益（△は差益）  △11 5 △8

固定資産売却損  ― 2,334 24

固定資産除却損  ― ― 420

売上債権の増減額（△は増加）  10,257 11,208 △71,274

たな卸資産の増減額（△は増加）  △4,407 1,604 △5,948

仕入債務の増減額（△は減少）  △2,869 11,132 △3,100

未払消費税等の増加額  9,970 810 12,527

その他  819 △11,371 35,721

小計  104,394 158,069 319,059

利息及び配当金の受取額  92 429 553

利息の支払額  △800 △640 △2,927

法人税等の支払額  △92,657 △3,539 △170,892

営業活動によるキャッシュ・フロー  11,028 154,318 145,794

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  △27,937 △58,006 △157,392

有形固定資産の売却による収入  ― 6,000 47

無形固定資産の取得による支出  △7,205 △9,523 △74,420

長期貸付金の回収による収入  60 60 240

その他  △778 △966 △5,007

投資活動によるキャッシュ・フロー  △35,861 △62,437 △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  △11,298 △9,699 △47,912

株式の発行による収入  ― ― 28,500

配当金の支払額  △28,701 △21,186 △28,227

自己株式の取得による支出  ― ― △51,239

財務活動によるキャッシュ・フロー  △39,999 △30,885 △98,878

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  11 △5 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △64,820 60,989 △260,178

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  654,305 394,127 654,305

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期 

期末(期末)残高 
※１ 589,485 455,117 394,127
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(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 

  四半期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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  同左 

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 

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 

 

 

(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 

(2) 無形固定資産 

  同左 

４ 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、四半

期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  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。 

５ 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 

(1) 貸倒引当金 

  同左 
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項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

 (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

うち当第１四半期会計期間負

担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

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。 

 (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

第１四半期会計期間末におけ

る退職給付債務に基づき計上

しております。 

(3) 退職給付引当金 

  同左 

(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。 

６ 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  同左 

７ 四半期キャッシュ・フ

ロー計算書(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  同左 

８ その他四半期財務諸表

(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 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当第１四半期会計期間から「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、1,553,274千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当第１四半期会計期間末における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 

― （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 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

（四半期貸借対照表） 

前第１四半期会計期間末において有形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「機械装置」（前第１四半期会計期間末

49,440千円）については、資産総額の100分の５超となったため、

当第１四半期会計期間より区分掲記しております。 

― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
前第１四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年７月31日) 

前事業年度末 

(平成19年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 193,899千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 293,373千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 269,915千円
 

※２ 担保に供している資産 

建物 80,537千円 

土地 75,992   

計 156,529   

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 105,000   

計 123,000   

 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 担保に供している資産 

建物 78,256千円

土地 75,992  

計 154,248    

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 87,000  

計 105,000  

 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 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。

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

 同左 

― 

 

(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 805千円 
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 643千円
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,982千円
 

※２ 当第１四半期会計期間における税金

費用については、簡便法による税効果

会計を適用しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

※２ 同左 ― 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 23,156千円 

無形固定資産 3,920   
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 27,504千円

無形固定資産 7,375  
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 115,319千円

無形固定資産 24,989  
 

 



㈱アスカネット(2438) 平成 20 年４月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 16

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31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 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） 42,520 ― ― 42,520

 

 ２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

 ３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 前事業年度末 増加 減少 
当第１四半期会

計期間末 

当第１四半期会

計期間末残高

（千円） 

新株引受権付社債 普通株式 1,140 ― ― 1,140 285

 

 ４ 配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の金額 

(千円) 

１株当たりの配当金

(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

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31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 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） 43,660 ― ― 43,660

 

 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 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） 429 ― ― 429

 

 ３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 前事業年度末 増加 減少 
当第１四半期会

計期間末 

当第１四半期会

計期間末残高

（千円） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― 2,472

(注)  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。 

 

 ４ 配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の金額 

(千円) 

１株当たりの配当金

(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 29,180 675 平成19年４月30日 平成19年７月30日
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前事業年度(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 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(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第１四半期末

残高と四半期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 594,342千円

預入期間３ヶ月 

超の定期預金 
△4,856  

現金及び 

現金同等物 
589,485  

 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期末

残高と四半期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 459,983千円

預入期間３ヶ月 

超の定期預金 
△4,866  

現金及び 

現金同等物 
455,117  

 

※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  
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(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

及び第１四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第１四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

機械 
装置 

37,634 17,705 19,928 

工具器 
具備品 

31,827 23,030 8,797 

合計 69,462 40,735 28,726 
 

 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

及び第１四半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第１四半
期末残高
相当額
(千円)

機械 
装置 

31,084 18,056 13,027

車両 
運搬具

6,801 680 6,121

工具器
具備品

23,939 20,998 2,941

合計 61,826 39,735 22,090
 

 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 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 未経過リース料第１四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

１年以内 15,349千円 

１年超 14,126   

合計 29,475   
 

２ 未経過リース料第１四半期末残高相当

額等 

未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

１年以内 10,435千円

１年超 13,113  

合計 23,548  
 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料第期末残高相当額 

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、減価償却相当額及び支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 3,572千円 

減価償却相当額 3,384   

支払利息相当額 160   
 

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 3,451千円

減価償却相当額 3,248  

支払利息相当額 143  
 

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 

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 

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 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 

(千円) 

第１四半期貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

① 株式 9,426 17,800 8,373

② その他 5,155 8,048 2,893

計 14,581 25,848 11,266

 
当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31日) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 

(千円) 

第１四半期貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

① 株式 59,995 67,500 7,504

② その他 5,155 8,284 3,129

計 65,150 75,784 10,633

 
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

 

前事業年度(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 

 

 
取得原価 

(千円) 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

① 株式 59,995 64,800 4,804

② その他 5,155 8,112 2,957

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
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(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31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。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31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。 

 

前事業年度(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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(ストック・オプション等関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

 １ ストック・オプションの内容 

 新株引受権付社債 

決議年月日 平成12年９月13日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役３名 

当社監査役１名 

当社従業員１名 

ストックオプションの数 普通株式 1,140株（注） 

付与日 平成12年９月28日 

権利確定条件 付されておりません。 

対象勤務期間 定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成12年10月２日 

至 平成18年９月27日 

(注) 株式分割により、株式数は調整されております。 

 

２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当第１四半期会計期間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 

 新株引受権付社債 

決議年月日 平成12年９月13日 

権利確定後  

期首 1,140株 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 1,140株 

 

② 単価情報 

 新株引受権付社債 

決議年月日 平成12年９月13日 

権利行使価格 25,000円（注） 

行使時平均単価 ― 

付与日における公正な評価単価 ― 

(注)  株式分割により、権利行使価格は調整されております。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31日) 

当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

株式報酬費用  1,348千円 
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前事業年度(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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(持分法損益等) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年７月31日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(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) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(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 36,530円44銭 
 

１株当たり純資産額 37,840円86銭
 

１株当たり純資産額 36,565円42銭
 

１株当たり第１四半期純

利益 
1,125円92銭 

 

１株当たり第１四半期純

利益 
1,910円87銭

 

１株当たり当期純利 

益 
2,310円61銭

 
潜在株式調整後１株 

当たり第１四半期純利益 
1,101円91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。 

 

前第１四半期会計期間 

１株当たり純資産額 

32,007円79銭 

１株当たり第１四半期純利益 

1,001円98銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第１四半期純利益 

977円94銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益については、希薄化効果を有し

ている株式が存在しないため記載しており

ません。 

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

株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 
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（注）１株当たり第１四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日)

第１四半期損益計算書(損益計算書)上の
第１四半期(当期)純利益(千円) 

47,873 82,608 99,436

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益
(千円) 

47,873 82,608 99,436

普通株式の期中平均株式数(株) 42,520 43,231 43,035

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当
期)純利益の算定に用いられた第１四半期
(当期)純利益調整額（千円） 

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(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 926

― ―

普通株式増加数(株) 926 ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期(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） 

同左 

 

 (重要な後発事象) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年７月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

 
― ― ― 
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