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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 4,001 △51.3 △585 ― △879 ― △2,502 ―
20年3月期 8,227 △18.9 △1,057 ― △1,018 ― △5,583 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △2.49 ― △67.1 △17.5 △14.6
20年3月期 △5.51 ― △89.8 △13.4 △12.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △321百万円 20年3月期  216百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 5,027 3,725 74.1 3.70
20年3月期 7,627 6,217 81.5 6.18

（参考） 自己資本   21年3月期  3,725百万円 20年3月期  6,217百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 142 436 △51 1,438
20年3月期 △829 △393 △362 911

2.  配当の状況 

 

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

1,300 △49.2 △200 ― △205 ― △210 ― △0.20

通期 2,780 △30.5 △330 ― △340 ― △350 ― △0.34
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、22ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、31ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 1,020,698,682株 20年3月期 1,020,698,682株
② 期末自己株式数 21年3月期  14,728,940株 20年3月期  14,716,490株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

-2-



 ①経営成績 

不動産事業では、サブプライムローン問題、金融の停滞等による影響から不動産市況は大幅に悪化し

ましたが、仕入物件の絞込みを行い販売案件の売却活動に努めた結果、売上高は2億27百万円となりま

した。 

 教育事業では、年間を通じ生徒数の確保と顧客単価の向上に努めた結果、売上高は14億66百万円とな

りました。 

 また、株価の下落により有価証券評価損3億2百万円を営業外費用に計上し、さらに関係会社でありま

す株式会社東理ホールディングスの株式評価損13億36百万円を特別損失に計上いたしました。 

 以上の結果当期の業績は、売上高40億1百万円（前年同期売上高82億27百万円）、営業損失5億85百万

円（前年同期営業損失10億57百万円）、経常損失8億79百万円（前年同期経常損失10億18百万円）、当

期純損失25億2百万円（前年同期純損失55億83百万円）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

今後の経営環境も厳しい状況が続くものと予想されますが、ニッケル事業は、ＬＭＥ価格及び為替の

変動等に対応した仕入れと販売のバランスを保ちながら拡販を目指し、徹底した経費削減により収益を

確保する営業に努めてまいります。 

 不動産事業におきましては、今後も不動産市場は不安定要素が大きく、不透明な部分がありますが、

慎重かつ機動的な営業活動を展開しながら、安定的な収益確保に努めてまいります。 

 教育事業におきましては、生徒数の確保と増加を目指した校舎展開を行い、人件費及び広告宣伝費等

を含めた経費の徹底的な削減を図り、さらなる収益改善に努めてまいります。 

 環境事業におきましては、当社コンポスト化システムの特長である高い減量率・臭気が少ない等の優

位性をアピールし、商社・大手事業会社とも連携し、受注に向け営業活動の強化をしてまいります。 

又当社が開発を進めております「排気ガス低減装置」につきましては、引き続き国土交通省への認定取

得を目指し取組んでまいります。 

 以上により現時点における平成22年3月期の業績見通しにつきましては、ニッケル事業では当期に続

き価格の低迷と需要の減少、不動産市況の悪化等の影響を受けることから、売上高27億80百万円、営業

損失3億30百万円、経常損失3億40百万円、当期純損失3億50百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

（1）経営成績に関する分析

 当期のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機による景気の悪化、株式・為替

の大幅な変動による先行き不安が強まり、景気の後退が強まる状況で推移しました。 

このような環境の下、当社の売上高につきましては、ニッケル事業では販売数量が落ち込み、更にＬＭ

Ｅ価格が大幅に下落し、販売価格が低下したことにより、売上高は23億7百万円となりました。

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産総額は、前事業年度に比べ26億円減少し、50億27百万円（前事業年度比34.0％

減）となりました。内訳は流動資産32億1百万円（前事業年度比25.4％減）、固定資産18億25百万円

（前事業年度比45.2％減）であります。 

 負債合計は、前事業年度に比べ1億8百万円減少し13億1百万円（前事業年度比7.6％減）となりまし

た。内訳は流動負債4億18百万円（前事業年度比4.7％減）、固定負債8億82百万円（前事業年度比9.0％

減）であります。 

 この結果、純資産合計は、前事業年度に比べ24億91百万円減少し、37億25百万円（前事業年度比

40.0％減）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、前事業年度末に比べ5億26百

万円増加し、14億38百万円となりました。 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と増減の要因は、以下のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は、1億42百万円となりました。 

 主な要因は、売上債権の減少とたな卸資産の減少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） 

 投資活動による資金の増加は、4億36百万円となりました。 

 主な要因は、短期貸付金の回収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） 

 財務活動による資金の減少は、51百万円となりました。 

 主な要因は、長期借入金の返済によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注） 1. 上記指標の算出方法 

            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 

    2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出し 

            ております。 

    3. 当社は有利子負債がありませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタ 

            レスト・ガバレッジ・レシオは記載をしておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成17年 3月期 平成18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 平成21年3月期

自己資本比率 57.7 81.1 88.7 81.5 74.1

時価ベースの自己資本比率 101.2 348.1 185.4 145.1 60.0

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効率化

に努め、企業価値を高めていく所存でありますが、当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら損失計

上となった為、期末配当は見送ることとさせていただきます。 

 今後につきましては、一刻も早く復配ができます様に、全力で取り組んでまいります。 

  

当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

（非鉄金属市況及び為替の変動） 

 当社の事業の一つでありますニッケル事業の製品については、ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の相場

に決定される国際市況商品であるため、国際市況の変動を大きく受け、また為替変動の影響を受けま

す。このため、常に適正な在庫の確保に努めリスクの軽減を図っておりますが、非鉄金属の市況が当社

の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-5-



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社エス・サイエンス）、子会社1社（非連結

会社）及び関連会社1社（持分法適用会社）で構成され、主な事業の内容は、ニッケル事業、不動産事業、

教育事業及び環境事業を営んでおります。 

 
  

事業系統図は下記のとおりです。  

  

 

  

2. 企業集団の状況

区    分 主要製品等

 ニッケル事業 ニッケル地金及びニッケル塩類の販売

 不動産事業 土地、建物の売買、仲介及び賃貸

 教育事業 学習塾の経営

 環境事業 コンポスト化システム装置の販売

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-6-



当社は、ニッケル事業、不動産事業、教育事業を中心に経営しておりますが、環境事業におけるコン

ポスト化システム装置の販売に加え、「排気ガス低減装置」の開発への取り組みにより、経営の多角化

を推進し各事業の機動的な活動により企業価値を高め、株主、顧客、従業員並びに社会にとって価値あ

る企業となることを目指しております。 

当社は、収益の向上と財務体質の強化を経営目標として、事業の改革と業績向上に取り組んでおりま

すが、今後も、各事業部門の改革とより柔軟な営業活動により、黒字体質への転換と変革を目指し、安

定配当を目標としております。 

当社は、厳しい環境の下でも利益を確保できる事業構造・体制を目指した展開をおこないます。 

又、研究開発活動におきましては、「排気ガス低減装置」等の認定取得を目指し取組んでおります。 

平成21年3月31日に開示を行っております「東証における当社株式の監理銘柄（確認中）指定に関す

るお知らせ」に記載しておりますように、当社の株式は、現在東京証券取引所におきましては、監理銘

柄に指定されておりますが、大阪証券取引所では市場第1部に通常通り上場されておりますので、今迄

どおりの売買方法となんら変わりはございません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 911,835 1,438,693 

受取手形 157,787 26,739 

売掛金 484,006 73,972 

営業未収入金 61,417 63,455 

有価証券 330,814 362,625 

販売用不動産 919,438 919,933 

製品 262,161 109,635 

原材料 87,701 19,333 

前渡金 88,014 － 

前払費用 51,837 44,790 

未収入金 69,015 32,809 

預け金 416,188 102,360 

関係会社短期貸付金 440,865 － 

その他 18,458 8,499 

貸倒引当金 △4,310 △1,630 

流動資産合計 4,295,232 3,201,219 

固定資産 

有形固定資産 

建物 689,066 685,190 

減価償却累計額 △310,670 △329,843 

建物（純額） 378,396 355,347 

構築物 29,778 29,778 

減価償却累計額 △25,553 △26,011 

構築物（純額） 4,224 3,767 

機械及び装置 188,502 188,502 

減価償却累計額 △180,163 △182,180 

機械及び装置（純額） 8,339 6,321 

車両運搬具 14,829 14,829 

減価償却累計額 △12,749 △13,499 

車両運搬具（純額） 2,079 1,330 

工具、器具及び備品 185,905 188,024 

減価償却累計額 △164,723 △171,907 

工具、器具及び備品（純額） 21,182 16,117 

有形固定資産合計 414,222 382,883 

無形固定資産 

のれん 4,875 － 

借地権 19,728 14,678 

ソフトウエア 9,200 6,526 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

電話加入権 16,993 14,702 

無形固定資産合計 50,796 35,906 

投資その他の資産 

投資有価証券 161,653 82,551 

関係会社株式 2,311,544 974,810 

出資金 15,400 1,400 

敷金及び保証金 259,946 242,566 

長期貸付金 7,750 5,300 

会員権 78,976 24,376 

長期前払費用 6,680 6,802 

長期未収入金 － 98,625 

その他 84,459 67,168 

貸倒引当金 △59,356 △96,436 

投資その他の資産合計 2,867,054 1,407,164 

固定資産合計 3,332,074 1,825,954 

資産合計 7,627,307 5,027,174 

負債の部 

流動負債 

買掛金 29,373 14,697 

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000 

未払金 134,118 105,737 

未払費用 88,370 59,970 

未払法人税等 41,791 24,190 

前受金 24,493 19,071 

預り金 15,745 10,674 

賞与引当金 5,019 2,931 

未払消費税等 － 22,816 

訴訟損失引当金 50,593 107,632 

その他 173 1,059 

流動負債合計 439,679 418,781 

固定負債 

長期借入金 796,000 746,000 

退職給付引当金 45,181 7,133 

役員退職慰労引当金 49,990 50,480 

再評価に係る繰延税金負債 15 － 

その他 79,300 79,300 

固定負債合計 970,487 882,913 

負債合計 1,410,166 1,301,695 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-9-



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,000,000 5,000,000 

資本剰余金 

その他資本剰余金 1,600,440 1,560,321 

資本剰余金合計 1,600,440 1,560,321 

利益剰余金 

利益準備金 52,000 － 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △5,092,073 △2,502,760 

利益剰余金合計 △5,040,073 △2,502,760 

自己株式 △331,749 △331,743 

株主資本合計 6,228,617 3,725,817 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △11,476 △338 

評価・換算差額等合計 △11,476 △338 

純資産合計 6,217,140 3,725,479 

負債純資産合計 7,627,307 5,027,174 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 4,660,586 1,914,752 

商品売上高 868,508 392,709 

その他の売上高 2,698,863 － 

不動産事業売上高 － 227,473 

その他の事業売上高 － 1,466,189 

売上高合計 8,227,959 4,001,124 

売上原価 

製品期首たな卸高 325,784 206,724 

当期製品製造原価 4,789,025 1,819,192 

合計 5,114,810 2,025,916 

製品期末たな卸高 260,571 62,987 

製品売上原価 4,854,238 1,962,928 

商品期首たな卸高 － 53,847 

当期商品仕入高 － 418,340 

合計 － 472,188 

商品期末たな卸高 － 45,999 

商品売上原価 － 426,188 

その他の原価 3,459,243 － 

不動産事業売上原価 － 205,901 

その他の事業売上原価 － 1,273,362 

売上原価合計 8,313,482 3,868,381 

売上総利益又は売上総損失（△） △85,522 132,742 

販売費及び一般管理費 

販売費 416,400 304,308 

一般管理費 555,827 413,791 

販売費及び一般管理費合計 972,228 718,099 

営業損失（△） △1,057,750 △585,357 

営業外収益 

受取利息 7,120 2,979 

受取配当金 38,252 12,625 

不動産賃貸料 7,778 5,878 

その他 23,821 5,842 

営業外収益合計 76,973 27,325 

営業外費用 

売上割引 16,883 8,240 

有価証券評価損 － 302,003 

その他 20,596 11,648 

営業外費用合計 37,480 321,891 

経常損失（△） △1,018,258 △879,923 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

前期損益修正益 － 31,164 

役員退職慰労引当金戻入額 14,912 5,740 

その他 6,000 4,450 

特別利益合計 20,912 41,354 

特別損失 

前期損益修正損 321 25,347 

投資有価証券評価損 7,835 78,724 

関係会社株式評価損 3,996,894 1,336,734 

事業撤退損 57,655 － 

販売用不動産評価損 333,341 － 

固定資産除却損 2,132 － 

減損損失 104,435 9,309 

訴訟損失引当金繰入額 50,593 57,038 

貸倒引当金繰入額 － 83,570 

貸倒損失 － 45,660 

その他 18,714 14,829 

特別損失合計 4,571,925 1,651,215 

税引前当期純損失（△） △5,569,271 △2,489,784 

法人税、住民税及び事業税 13,796 12,976 

法人税等合計 13,796 12,976 

当期純損失（△） △5,583,067 △2,502,760 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 10,000,000 10,000,000 

当期変動額 

減資 － △5,000,000 

当期変動額合計 － △5,000,000 

当期末残高 10,000,000 5,000,000 

資本剰余金 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,600,451 1,600,440 

当期変動額 

資本金から剰余金への振替 － 5,000,000 

欠損填補 － △5,040,073 

自己株式の処分 △10 △45 

当期変動額合計 △10 △40,118 

当期末残高 1,600,440 1,560,321 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,600,451 1,600,440 

当期変動額 

資本金から剰余金への振替 － 5,000,000 

欠損填補 － △5,040,073 

自己株式の処分 △10 △45 

当期変動額合計 △10 △40,118 

当期末残高 1,600,440 1,560,321 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 31,000 52,000 

当期変動額 

利益準備金の積立 21,000 － 

利益準備金の取崩 － △52,000 

当期変動額合計 21,000 △52,000 

当期末残高 52,000 － 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 714,964 △5,092,073 

当期変動額 

利益準備金の積立 △21,000 － 

欠損填補 － 5,092,073 

剰余金の配当 △202,970 － 

当期純損失（△） △5,583,067 △2,502,760 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-13-



(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △5,807,037 2,589,312 

当期末残高 △5,092,073 △2,502,760 

利益剰余金合計 

前期末残高 745,964 △5,040,073 

当期変動額 

利益準備金の取崩 － △52,000 

欠損填補 － 5,092,073 

剰余金の配当 △202,970 － 

当期純損失（△） △5,583,067 △2,502,760 

当期変動額合計 △5,786,037 2,537,312 

当期末残高 △5,040,073 △2,502,760 

自己株式 

前期末残高 △194,594 △331,749 

当期変動額 

自己株式の処分 33 62 

自己株式の取得 △137,187 △56 

当期変動額合計 △137,154 6 

当期末残高 △331,749 △331,743 

株主資本合計 

前期末残高 12,151,820 6,228,617 

当期変動額 

剰余金の配当 △202,970 － 

当期純損失（△） △5,583,067 △2,502,760 

自己株式の処分 22 16 

自己株式の取得 △137,187 △56 

当期変動額合計 △5,923,203 △2,502,799 

当期末残高 6,228,617 3,725,817 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △11,116 △11,476 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △360 11,138 

当期変動額合計 △360 11,138 

当期末残高 △11,476 △338 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △11,116 △11,476 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △360 11,138 

当期変動額合計 △360 11,138 

当期末残高 △11,476 △338 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 12,140,704 6,217,140 

当期変動額 

剰余金の配当 △202,970 － 

当期純損失（△） △5,583,067 △2,502,760 

自己株式の処分 22 16 

自己株式の取得 △137,187 △56 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △360 11,138 

当期変動額合計 △5,923,563 △2,491,661 

当期末残高 6,217,140 3,725,479 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純損失（△） △5,569,271 △2,489,784 

減価償却費 60,601 45,907 

減損損失 104,435 9,309 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,835 78,724 

関係会社株式評価損 3,996,894 1,336,734 

事業撤退損失 57,655 － 

損害賠償損失 50,593 57,038 

貸倒損失 － 45,660 

販売用不動産評価損 333,341 － 

固定資産除却損 2,132 － 

受取利息及び受取配当金 △45,373 △15,545 

賞与引当金の増減額（△は減少） △982 △2,088 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,492 △38,047 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,912 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,916 79,500 

売上債権の増減額（△は増加） 862,969 539,044 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,560 △14,676 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,554 220,500 

売買目的有価証券の純増（△）減 △202,003 △31,811 

前払費用の増減額（△は増加） － 7,047 

未収入金の増減額（△は増加） △31,802 34,671 

預け金の増減額（△は増加） △359,714 313,828 

未払金の増減額（△は減少） 27,615 △26,760 

未払費用の増減額（△は減少） △40,626 △28,399 

預り金の増減額（△は減少） △17,838 △5,070 

前受金の増減額（△は減少） △18,158 △5,422 

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,772 22,816 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少） 

－ △16,781 

その他 △16,261 19,903 

小計 △851,104 136,300 

利息及び配当金の受取額 39,707 19,975 

法人税等の支払額 △18,266 △13,796 

営業活動によるキャッシュ・フロー △829,662 142,480 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 △6,762 △4,281 

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △5,000 

短期貸付けによる支出 △400,000 － 

短期貸付金の回収による収入 － 400,000 

長期貸付金の回収による収入 － 4,020 

出資金の払込による支出 △500 － 

出資金の回収による収入 － 11,777 

敷金及び保証金の回収による収入 7,707 17,780 

その他 8,084 11,736 

投資活動によるキャッシュ・フロー △393,970 436,032 

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 △30,000 － 

短期借入金の返済による支出 － △50,000 

配当金の支払額 △195,570 △1,619 

自己株式の取得による支出 △137,154 － 

その他 － △34 

財務活動によるキャッシュ・フロー △362,725 △51,654 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,586,358 526,858 

現金及び現金同等物の期首残高 2,498,194 911,835 

現金及び現金同等物の期末残高 911,835 1,438,693 

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）
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(6)【重要な会計方針】

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日）    至 平成21年3月31日）

1.有価証券の評価基準及び評価方法 1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 (1) 子会社株式及び関連会社株式

     移動平均法による原価法         同左

(2）売買目的有価証券 (2）売買目的有価証券

     時価法（売却原価は移動平均法により算定）         同左

(3) その他有価証券 (3) その他有価証券

    時価のあるもの    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）

        同左

    時価のないもの    時価のないもの

     移動平均法による原価法         同左

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）によっております。

        同左

（1）製品、原材料及び仕掛品 （1）製品、原材料及び仕掛品

   （ニッケル事業） （ニッケル事業）       

     先入先出法        同左
                  

   （その他の事業）   （その他の事業）

     先入先出法 
   

        同左

（2）貯蔵品 （2）貯蔵品

     先入先出法 
   

        同左

（3）販売用不動産 （3）販売用不動産

     個別法         同左

（会計方針の変更）

1.「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）が
平成20年3月31日以前に開始する事業年度に係る財務
諸表から適用できることになったことに伴い、当事業
年度から同会計基準を適用しております。 
この結果、従来の方法に比べて、税引前当期純損失、
当期純損失は、それぞれ333,341千円増加しておりま
す。 
また、この変更については、変更が当下半期になされ
たために、中間・年度の首尾一貫性を欠くことになっ
ております。従って、当中間会計期間は従来の方法に
よっており、当事業年度と同一の方法によった場合と
比較して、税引前当期純損失は278,449千円少なく計
上されております。 
  
2.ニッケル事業における製品、原材料及び仕掛品の時
価は、従来期末日のＬＭＥ価格及び為替をもって評価
しておりましたが、当事業年度より期末月のＬＭＥ価
格及び為替それぞれの平均値をもって評価する方法に
変更いたしました。変更の理由は、非鉄相場の高騰に
よりＬＭＥ価格は当時の2倍から3倍以上で推移し、価
格の値動きも大きくなっているため、期末日だけのＬ
ＭＥ価格及び為替をもって評価する情報は、誤解を招
くためであります。

         ―

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-19-



前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日）    至 平成21年3月31日）

これにより、従来と同一の方法を採用した場合と比べ
営業損失及び税引前当期純損失はそれぞれ7,307千円
減少しており、又たな卸資産は、10,210千円増加して
おります。  
また、ニッケル事業におけるたな卸資産の評価損を従
来は営業外費用に計上しておりましたが、当事業年度
より売上原価に含めて表示しております。

この結果、従来の方法によった場合に比較して、売上
総利益、営業利益はそれぞれ7,307千円減少しており
ます。 
 
3.固定資産の減価償却の方法 3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産

   定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得し
 た建物（附帯設備は除く）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す。 
 建物および構築物 
  10年～50年 
 機械装置及び運搬具 
  2年～10年

        同左

   
（会計方針の変更）         

  法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年
4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正
後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており
ます。これによる損益に与える影響は軽微でありま
す。

        ―

（追加情報）         

  法人税法改正に伴い、当事業年度より、平成19年3
月31日以前に取得した有形固定資産については、改正
前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取
得価額の5％に到達した事業年度の翌事業年度より、
取得価額の5％相当額と備忘価額（1円）との差額を5
年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し
ております。

        ―

この変更による損益に与える影響は軽微であります。

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産

  定額法を採用しております。 
 なお、自社利用のソフトウエアについては、社 
内における利用可能期間(5年)に基づいております。

        同左

4.引当金の計上基準 4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

        同左

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込
額のうち当期対応分を計上しております。

        同左

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金

  当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。

        同左

(4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、取締役会の
内規に基づく期末要支給額を計上しております。

        同左
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前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日）    至 平成21年3月31日）

(5)訴訟損失引当金 (5)訴訟損失引当金

 訴訟損失引当金は、工事代金の訴訟に備えるため
に、損失負担見込額を計上しております。 
  
 

        同左

5.リース取引の処理方法                   ―

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。 
 

        

6.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
的な投資 
 

6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       同左

7.その他財務諸表作成のための重要な事項 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 (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を採用
しております。

        同左

(2)販売用不動産について (2)販売用不動産について

  販売用不動産のうち一定基準をこえる特定物件にか
かわる借入金利息を当該たな卸資産の取得価額に算入
する方法を採用しております。

        同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

 至 平成20年3月31日） 至 平成21年3月31日）

1.リース取引に関する会計基準等の適用

―   所有権移転外ファイナンス・リース取引について 

  は、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりま 

 したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計 

 基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一 

 部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引 

 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 

 針第16号（平成６年１月18日）（日本公認会計士協会 

 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成 

 20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務 

 諸表から適用することができることになったことに伴 

 い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適 

 用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま 

 す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に 

 係るリース資産の減価償却の方法については、リース 

 期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採 

 用しております。なお、リース取引開始日が適用初年 

 度前の所有権移転外ファイナンス・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 

 を引き続き採用しております。これによる営業損失、 

 経常損失及び税引前当期純損失への影響はありませ  

 ん。 

 

― 2.売買目的有価証券の評価損益の処理の変更

  前事業年度まで売買目的有価証券として保有し有価 

 証券の売買を主たる事業として評価損益を売上高およ 

 び売上原価に計上しておりましたが、当事業年度より 

 主たる事業ではなくなりましたので、引き続き売買目 

 的有価証券としての運用は継続いたしますが、第１四 

 半期会計期間から当該評価損益につきましては営業外 

 損益に計上することといたしました。この結果、従来 

 の会計処理に比べ当事業年度の売上総利益が302,003千 

  円増加しております。
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(貸借対照表)

前事業年度まで投資その他の資産のその他に含めてお

りました「会員権」と「長期前払費用」は、当事業年度

は重要性が増したため、区分掲記しております。

また前事業年度まで流動資産に含めておりました「未

成工事支出金」及び流動負債に含めておりました「未成

工事受入金」は、建設事業を廃止したのに伴い、当事業

年度よりそれぞれ投資その他の資産「その他」、固定負

債「その他」に変更し表示しております。

―
 

(損益計算書) 

 前事業年度まで「製品売上高」に含めておりました

「商品売上高」は、当事業年度より重要性が増したた

め、区分掲記しております。 

 また前事業年度まで独立科目で掲記していた売上原価

の「期首その他たな卸高」「当期その他仕入高」「期末

その他たな卸高」は、事業内容の区分掲記が困難となっ

たため、当事業年度より「その他の売上原価」に含めて

表示しております。なお、それぞれの売上原価明細は以

下のとおりです。 

①商品売上原価     860,008千円 

②不動産事業売上原価   820,236千円 

③教育事業売上原価    1,487,940千円 

④特別事業売上原価     291,058千円

(損益計算書） 

 前事業年度の「その他の売上高」は、当事業年度にお

いては「不動産事業売上高」と「その他の事業売上高」

に区分掲記しております。また、前事業年度の「その他

の売上原価」は、当事業年度においては「商品売上原

価」、「不動産事業売上原価」および「その他の事業売

上原価」に区分掲記しています。なお、前事業年度の

「その他の売上高」を当事業年の基準により区分掲記し

た場合には、「不動産事業売上高」は1,147,101千円、

「その他の事業売上高」は1,551,762千円となります。

「その他の事業売上高」と「その他の事業売上原価」は

それぞれ教育事業における売上高と売上原価でありま

す。 

 

【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

所有目的の変更に伴い、有形固定資産の「土地」

350,000千円を流動資産の「販売用不動産」に振り替え

ております。

―
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 当事業年度
（自 平成19年4月1日 （自 平成20年4月1日 
  至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日)

1.担保資産 1.担保資産

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産

販売用不動産土地              349,921千円 販売不動産用土地        349,921千円

(2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務

1年以内返済予定長期借入金         50,000千円 1年以内返済予定長期借入金     50,000千円

     長期借入金         796,000千円     長期借入金           746,000千円

2.自己株式 2.自己株式

買取請求及び自己株式の取得での自己株式でありま
す。

買取請求及び自己株式の取得での自己株式でありま
す。

          普通株式     14,716,490株                    普通株式     14,728,940株

3.販売用不動産 3.販売用不動産

当期に「販売用不動産」の取得価額に算入した借入金
利息はありません。当期末残高に含まれる借入金利息
算入額はありません。

当期に「販売用不動産」の取得価額に算入した借入金
利息はありません。当期末残高に含まれる借入金利息
算入額はありません。

4.授権株式      普通株式 1,800,000,000株 4.授権株式   普通株式 1,800,000,000株

 発行済株式数    普通株式 1,020,698,682株 発行済株式数  普通株式 1,020,698,682株

               自己株式    14,716,490株              自己株式     14,728,940株

（㈱）エス・サイエンス（5721）平成21年3月決算短信（非連結）

-24-



(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 185,514千円

特別損失 333,341千円

１. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 131,219千円

     

２. 販売費の主な内容

従業員給料 69,229千円

賞与引当金繰入額 4,097千円

退職給付引当繰入 2,326千円

支払手数料 27,684千円

広告宣伝費 85,423千円

減価償却費 30,491千円

賃借料 6,031千円

支払報酬 30,650千円

租税公課 5,277千円

貸倒引当金繰入額 2,240千円

貸倒損失 2,013千円

２. 販売費の主な内容

従業員給料 56,734千円

賞与引当金繰入額 836千円

支払手数料 5,618千円

広告宣伝費 68,835千円

減価償却費 21,403千円

賃借料 9,466千円

支払報酬 15,636千円

租税公課 6,971千円

貸倒引当金繰入額 380千円

貸倒損失 2,018千円

３. 一般管理費の主な内容

役員報酬 112,530千円

従業員給料 25,598千円

賞与引当金繰入額 4,744千円

役員退職慰労引当金繰入 5,480千円

退職給付引当繰入 1,128千円

支払手数料 99,805千円

広告宣伝費 506千円

減価償却費 2,946千円

租税公課 61,129千円

賃借料 60,373千円

支払報酬 75,918千円

研究開発費 39,709千円  

３. 一般管理費の主な内容

役員報酬 73,242千円

従業員給料 31,003千円

賞与引当金繰入額 4,415千円

役員退職慰労引当金繰入 6,230千円

支払手数料 86,364千円

広告宣伝費 528千円

減価償却費 2,514 千円

租税公課 36,640千円

賃借料 65,132千円

支払報酬 31,183千円

研究開発費 11,726千円

４. 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 39,709千円

４. 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 11,726千円

５. 関係会社との取引

受取利息 5,950千円

受取配当金 38,252千円

５. 関係会社との取引

受取利息 2,186千円

 ６. 特別損失の「その他」に含まれているのは、臨時 

株主総会費用10,490千円と会員権評価損6,000千円等

であります。

 ６. 特別損失の「その他」に含まれているのは、臨時

株主総会費用12,345千円等であります。
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

７. 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて、減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

事務所・ 
教室

建物
大阪府 
大阪市他

53,784

事務所・ 
教室

建物附属
設備

大阪府 
大阪市他

22,262

事務所・ 
教室

工具器具
備品

大阪府 
大阪市他

5,289

事務所・ 
教室

電話 
加入権

大阪府 
大阪市他

14,732

事務所・ 
教室

ソフト 
ウェア

大阪府 
大阪市他

8,365

合計 104,435

当社は、事業セグメントを基本単位として資産を

グルーピングしており、教育事業については、教

室毎を基本単位としてグルーピングを行っており

ます。

上記は、時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著

しく下落したため、104,435千円の減損損失を計

上しました。なお、回収可能額は正味売却価額に

よっております。正味売却価額は、不動産鑑定評

価額に基づいて評価しております。

 

７. 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて、減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

事務所・
教室

建物附属
設備

大阪府 
大阪市他

2,724

事務所・
教室

工具器具
備品

大阪府 
大阪市他

1,034

事務所・
教室

電話
加入権

大阪府 
大阪市他

2,291

事務所・
教室

ソフト
ウェア

大阪府 
大阪市他

3,260

合計 9,309

当社は、事業セグメントを基本単位として資産を

グルーピングしており、教育事業については、教

室毎を基本単位としてグルーピングを行っており

ます。

上記は、時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著

しく下落したため、9,309千円の減損損失を計上

しました。なお、回収可能額は正味売却価額によ

っております。

８.固定資産除却損の内容 ―

     種類        金額（千円） 

建物附属設備     940 

機械装置       265 

工具器具備品     926 

 合計       2,132 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

自己株式に関する事項

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） 5,848,506 8,868,984 1,000 14,716,490

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加8,868,984株は、取締役会決議による取得8,854,000株
    及び単元未満株式の買取り14,984株による増加であります。
    2.普通株式の自己株式の株式数の減少1,000株は、単元未満株式の買増し1,000株による減少
    であります。

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

自己株式に関する事項

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） 14,716,490 15,220 2,770 14,728,940

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加15,220株は、単元未満株式の買取りによる増加であり
    ます。
    2.普通株式の自己株式の株式数の減少2,770株は、単元未満株式の買戻し2,770株による減少
    であります。
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      (リース取引関係) 

  

  

   (有価証券関係) 

前事業年度(自 平成19年4月1日  至 平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

  

当事業年度(自 平成20年4月1日  至 平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

  

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当事業年度(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

 当社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 911,835千円

現金及び現金同等物 911,835千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 1,438,693千円

現金及び現金同等物 1,438,693千円

  リース取引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ております。

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

 関連会社株式 2,291,544 2,291,544 ―

計 2,291,544 2,291,544 ―

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

関連会社株式 954,810 763,848 △190,962

計 954,810 763,848 △190,962

(デリバティブ取引関係)
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(1)役員及び個人主要株主等 

 
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

1 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

2 報酬額等については、市場価格等を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

  

(2)子会社等 

   
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して決定しております。 

  

  

(持分法投資損益等)

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月１日 （自 平成20年4月１日

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額

2,291,544千円               954,810千円

持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額

2,291,544千円           1,970,409千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 持分法を適用した場合の投資損失の金額

216,702千円               321,134千円

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

住所

資本金 
又は 
出資金 
(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合 
(％)

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

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 
( 当 該 会
社等の子
会社を含
む) 

サンユー 
不動産 
（株）

東京都
千代田区

30,000 不動産業

(所有)
― 

(被所有)
―

役員の
兼任1名

支払
手数料

不動産事
業に関わ
る業務報
酬他

12,000 ― ―

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

住所

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

事業の 
内容又は
職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合 
(％)

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

関連
会社

㈱東理ホ
ールディ
ングス

東京都 
中央区

 10,000
非鉄 
金属

(所有)
20.5 
(被所有)
12.9

役員の
兼任１名

資金の
援助

資金の
貸付

400,000
短期 
貸付金

―

貸付金
利息

2,186
未収 
収益

―
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  （親会社又は重要な関連会社に関する注記） 

  親会社又は重要な関連会社に関する注記  
  （1）親会社情報  
   該当事項はありません。  
  
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表  
   当事業年度において、重要な関連会社は㈱東理ホールディングスであり、その要約財務情報は  
  以下のとおりであります。  
  
                 （百万円） 
           ㈱東理ホールディングス  
  
     流動資産合計            6,507  
     固定資産合計            7,618  
  
     流動負債合計            3,558  
     固定負債合計            1,391  
  
     純資産合計             9,176  
  
     売上高            28,490  
     税引前当期純利益     △ 1,726  
     当期純利益        △ 1,872  

  

  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(単位：千円)

 繰延税金資産(流動)

  土地売却益 96,386

  販売用土地評価損 95,924

  訴訟損失引当金 20,586

  未払事業税 11,391

  その他 11,007

235,294

繰延税金資産(固定)

  税務上の繰越欠損金 9,955,842

  関係会社株式評価損 1,684,877

  減価償却超過額 665,305

  その他 235,125

12,541,149

 繰延税金資産小計 12,776,443

 評価性引当金 △12,776,443

 繰延税金資産の純額 ―

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △15

  繰延税金負債合計 △15

  繰延税金負債の純額 △15

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(単位：千円)

 繰延税金資産(流動)

  訴訟損失引当金 43,795

  未払事業税 4,563

  その他 11,294

59,652

繰延税金資産(固定)

  税務上の繰越欠損金 10,039,878

  関係会社株式評価損 2,190,473

  減価償却超過額 454,244

  その他 304,517

12,989,114

 繰延税金資産小計 13,048,766

 評価性引当金 △13,048,766

 繰延税金資産の純額 ―

２ 税引前当期純損失のため、「法定実効税率」と「税

効果会計適用後の法人税等の負担率」との差異につい

ての項目別内訳は、記載しておりません。

２ 税引前当期純損失のため、「法定実効税率」と「税

効果会計適用後の法人税等の負担率」との差異につい

ての項目別内訳は、記載しておりません。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を選択しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 退職給付債務の算定にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎としてお 

   ります。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
    ※前事業年度まで退職給付債務を計算する際に採用していた方法から当事業年度より、会社 

     の実態に即した方法により計算しています。これにより前事業年度と比較した場合、税引 

     前当期純損失及び当期純損失が6,157千円それぞれ減少しております。 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当事業年度(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

(1) 退職給付債務 △45,181千円
(2) 未積立退職給付債務 △45,181千円
(3) 退職給付引当金 △45,181千円

(1) 当期発生分の退職費用 3,455千円
(2) 退職給付費用 3,455千円

(1) 退職給付債務 △7,133千円
(2) 退職給付引当金 △7,133千円

(1) 当期発生分の退職費用 ―千円
(2) 退職給付費用    ―千円

(ストック・オプション等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  （注）1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため 

            記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(企業結合等関係)

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月１日 （自 平成20年4月１日

  至 平成20年3月31日）  至 平成21年3月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たりの純資産(円) 6.18 3.70

１株当たりの当期純損失(円) 5.51 2.49

１株当たり配当金 ― ―

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当期純損失(千円) 5,583,067 2,502,760

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 5,583,067 2,502,760

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,012,187 1,005,976
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

  

  

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

平成20年４月10日に開催された臨時株主総会におきま

して、下記の事項が決議されております。

―

１ 資本減少の件 

 (1) 資本減少の要領 

  イ．減少すべき資本の額

資本金の額10,000,000,000円を 

5,000,000,000円減少して 

5,000,000,000円とし、減少額はその他資本剰

余金に計上するものであります。

  ロ．資本の減少の方法

発行済株式数の変更は行わず、資本の額のみを

減少するものであります。

 (2) 資本減少の日程 

  イ．債権者異議申述最終期日

平成20年４月28日(月曜日)

  ロ．効力発生日

平成20年４月30日(水曜日)

２ 取締役１名選任の件

取締役に佐藤廣治氏(新任)が選任され、就任いたし

ました。

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他の役員の異動
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