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1.  22年12月期の業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

（注）当期末及び平成21年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載
しておりません。 
平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は３ページ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧く
ださい。 

(2) 財政状態 

平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は３ページ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧く
ださい。 

(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 ％

22年12月期 13,717 21.1 311 269.7 309 302.8 177 9,692.5
21年12月期 11,323 △3.3 84 △74.0 76 △76.2 1 △99.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 90.44 ― 12.8 7.7 2.3
21年12月期 274.92 ― 0.1 2.1 0.7

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期 4,092 1,444 35.3 736.05
21年12月期 3,925 1,337 34.1 204,541.11

（参考） 自己資本   22年12月期  1,444百万円 21年12月期  1,337百万円

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

22年12月期 339 131 △437 1,189
21年12月期 △234 △116 116 1,156

2.  配当の状況 

平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は３ページ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧く
ださい。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00 45 2,509.8 3.3
22年12月期 ― 3,450.00 ― 11.50 3,461.50 45 25.4 3.2

23年12月期 
（予想）

― 11.50 ― 11.50 23.00 21.8

3.  23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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

7,682 6.6 215 △4.3 211 △5.2 124 △5.3 63.47

通期 15,000 9.3 358 14.9 350 13.2 207 16.7 105.50
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(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、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。なお、平成22年７月１日付にて普通株
式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期 2,011,500株 21年12月期 6,705株

② 期末自己株式数 22年12月期  49,500株 21年12月期  165株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおり、実際の業績等は、業況の変
化等により、上記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、４ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２.平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。詳細は３ページ「(ご参考)株式分割に伴う遡及修正値」をご覧く
ださい。 
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（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値 

 

 当社は、平成 22 年７月１日付にて普通株式１株につき 300 株の割合をもって株式分割いたしました。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりであります。 

 

 
１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 円  銭 円  銭 

22 年 12 月期 90  44 －    

21 年 12 月期 0  92 －    

 

 

 １株当たり純資産 

 円  銭 

22 年 12 月期 736  05 

21 年 12 月期 681  80 

 

 

 １株当たり配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

21 年 12 月期 － 0  00 － 23  00 23  00 

22 年 12 月期 － 11  50 － 11  50 23  00 
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（当事業年度の概況）  

当事業年度におけるわが国経済は、景気は緩やかな回復基調にあるものの、雇用環境は依然として厳

しく、円高やデフレによる影響も懸念されるなど、不透明感の強い環境が続きました。 

このような状況の中、当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、価格競争の激化による販

売価格の下落傾向もございましたが、年末には「Windows XP」のプリインストールモデル生産終了に伴

う需要があり、市場がやや活性化しました。 

当社はこのような経営環境の中、「組織力強化による販売戦略の再構築」、「重点仕入先との関係強

化と仕入戦略構築」を重点施策として掲げ、営業活動を展開してまいりました。 

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高13,717,768千円（前期比21.1％増）、経常利益は309,054

千円（同302.8％増）、当期純利益は177,438千円 (同9,692.5％増）となりました。 

各事業別の営業の概況は次のとおりであります。 

パソコン本体の価格下落等の影響を受けたものの、新規開拓による取引先数の増加、重点取引先と

の関係強化による取引拡大を図ったことにより、売上高は11,139,213千円（同21.7％増）となりまし

た。 

既存取引先の稼働推進が順調に進むとともに、特にアスクル事業が好調で取引数が順調に拡大した

ことにより、売上高は1,732,338千円（同10.3％増）となりました。 

顧客企業における情報投資の下げ止まりと、スポットでの大口案件を受注したことにより、売上高

は846,216千円（同41.8％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、国内景気は緩やかに回復するとの見方はあるものの、雇用環境は回復

の兆しが見えず、長引く円高の影響など、先行きは不透明な状況が続くものと思われます。 

このような経営環境の中、当社は市場ニーズを的確に把握し、新たな事業戦略及び新規事業の確立に

取り組むとともに、更なる発展のために継続して社内研修・訓練など人材育成に注力してまいります。

また、経営効率をより一層高めるため、コストの圧縮・削減を図り、収益力向上に努めてまいります。 

現時点における平成23年12月期の業績見通しにつきましては、売上高150億円、経常利益３億50百万

円、当期純利益２億７百万円を計画しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①  コンピュータ事業

②  アスクル＆サプライ事業

③  サービス＆サポート事業
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1)流動資産 

当事業年度末の流動資産の残高は、3,871,973千円（前事業年度末は3,665,558千円）となり、

206,415千円増加いたしました。売掛金の増加が大きな要因であります。 

2)固定資産 

当事業年度末の固定資産の残高は、220,224千円（前事業年度末は260,047千円）となり、39,822千円

減少いたしました。差入保証金の減少が大きな要因であります。 

3)流動負債 

当事業年度末の流動負債の残高は、2,643,266千円（前事業年度末は2,340,394千円）となり、

302,872千円増加いたしました。買掛金の増加が大きな要因であります。 

4)固定負債 

当事業年度末の固定負債の残高は、4,805千円（前事業年度末は247,513千円）となり、242,708千円

減少いたしました。長期借入金の減少が大きな要因であります。 

5)純資産 

当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ106,427千円増加し1,444,126千円となり、自己資

本比率は34.1％から35.3％に増加しました。 

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度と比較して33,120千

円増加し、1,189,895千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は339,222千円(前期比573,750千円の収入増)になりました。これは主

に、前事業年度と比べ、税引前当期純利益が272,538千円増加したこと、売上債権の増加額が99,477

千円減少したこと及びたな卸資産の増加額が204,310千円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は131,825千円(前期比248,692千円の収入増)となりました。これは主

に、前事業年度と比べ、定期預金の払戻による収入が96,298千円増加したこと及び敷金及び保証金の

回収による収入が66,510千円増加したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は437,926千円(前期比554,918千円の支出増)となりました。これは主

に、前事業年度と比べ、長期借入れによる収入が500,000千円減少したことによるものです。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 
自己資本比率：純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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 

※いずれも財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースとして計算しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計

上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

※平成21年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元の充実を重要な課題のひとつと考えており、当期の配当金につきま

しては、中間配当3,450円に期末配当11円50銭を加えた年間3,461円50銭を予定しております。なお、当

社は平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割いたしました。当該株

式分割が期首に行われたと仮定した場合の配当金は、年間23円となります。  

次期の配当金につきましては、中間配当11円50銭、期末配当11円50銭、年間23円を予定しておりま

す。今後も株主の皆様への安定的な利益還元や業績の伸展、配当性向等を勘案し、積極的に取り組んで

まいります。 

  

平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％） 40.0 34.1 35.3

時価ベースの自己資本比率（％） 23.9 15.7 26.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（年）

5.2 ― 1.6

イ ン タ レ ス ト・カ バ レ ッ ジ・レ シ オ
（倍）

21.6 ― 52.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績及び財政状態、財務諸表等に関する事項のうち、本決算発表日現在において、投資家の

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

事業の中心であるコンピュータ販売では、法人、個人とも国内市場は飽和状態にあり、代替需要が

中心となっております。商品の低価格化も進んでおり、今後、市場全体（販売台数・販売金額）の伸

びは緩やかなものにならざるを得ません。その中でインターネットの価格比較サイト等による商品価

格情報の提供やメーカー直販による低価格販売により、コンピュータ機器の価格に対する競争は激し

さを増しています。 

当社は、売れ筋商品に限定した在庫を保有し仕入価格を下げることにより、価格優位性を保ち価格

競争に巻きこまれることのない経営を行っておりますが、今後のコンピュータ業界の動向によっては

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は法人向けの販売中心にビジネスを展開しており、当事業年度においては、コンピュータ事業

が売上高の81.2％を占め、コンピュータ事業への依存度が高くなっております。リスク分散のため、

アスクル＆サプライ事業、サービス＆サポート事業など新しい事業の柱を育てておりますが、今後の

コンピュータ事業の動向によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では業務に関連して多数の企業情報を保有するとともに、個人情報取扱業者として多数の個人情

報を保有しております。これらの情報の管理については、社内規程を制定し、その遵守に努めておりま

す。また、財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの付与認定を受けており、定期的に

従業員に対する教育を行っております。しかしながら、予期せぬ事態により情報が漏洩した場合には、

損害賠償請求や社会的信用下落等によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

今後の事業拡大にあたり、人材の確保は必要不可欠であります。 

当社は採用活動に積極的に取り組んでおりますが、雇用環境の変化により人材の確保が計画通りに進

まない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社はストックオプション制度を採用しており、当社取締役、監査役及び使用人に対して新株予約権

275,100株相当、潜在株式を含めたシェア12.0％を付与しております。かかる新株予約権は、使用人等

の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるものでありますが、新株予約権が行使された場合に

は、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、新株予約権により取得した株式が市

場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

(4) 事業等のリスク

①コンピュータ販売について

1)価格競争の動向について

2)事業集中について

②情報管理について

③人材の確保について

④株式価値希薄化について
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 当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載いたします。 

当社は、法人ユーザー（主に上場企業及びその関連会社、従業員が100人以上でかつ情報システム担

当者が設けられている法人）、システムインテグレータ、その他販売店等をターゲットとして、サー

バ、コンピュータをはじめ、プリンタ、周辺機器、ネットワーク関連機器、ビジネス用ソフトウェア等

を販売しております。ユーザーのニーズに合わせ、様々なメーカーの製品からそれぞれ優れたものを選

んで組み合わせ、販売するマルチベンダーであります。 

また、当社は売れ筋商品を大量に仕入れることによって、低価格での販売と早い納品体制を作ってお

ります。企業の部署単位での入れ替え、機器の故障、従業員の増加、部署移転などに伴う小規模及び随

時の需要に注目し、電子メール及びＦＡＸにて頻繁に価格情報を提供することにより、ユーザーに需要

が発生した際に即時に受注につながる体制を作っております。 

  

当社は、コンピュータ事業によって取引を開始したユーザーを中心に、オフィス関連用品及びサプラ

イ製品の販売を行っております。 

アスクル株式会社が行っている通信販売事業「ＡＳＫＵＬ」の代理店業務を展開し、オフィス関連

用品の提供を行っております。 

セイコーエプソン製トナーカートリッジをはじめとする各社純正トナー及びリサイクルトナー、記

録メディア、帳票用紙などの消耗品の提供を行っております。 

  

当社は、コンピュータ事業において取引を開始したユーザーを中心に、オフィス全般の設置保守作

業、ヘルプデスクの運営、デジタルコンテンツの制作等の付加価値の高いサービス提供を目指しており

ます。 

ユーザーのオフィス環境構築全般の提案を目指し、商品を販売した際の搬入や据付、設定などの業

務、ＬＡＮ配線等のネットワークインフラ構築、電話配線作業、オフィスレイアウト及びユーザーが

導入している機器全般を対象とした、ネットワーク環境保守を行っております。 

ユーザーのオフィス内に当社のスタッフが常駐し、機器の管理、故障やトラブルの問い合わせへの

対応、情報システム部門への業務改善の提案を行うヘルプデスク事業を展開しております。 

ウェブサイトの制作、ショールーム・イベント会場・展示会場用の映像やソフトウェアの制作を主

に行っております。コーポレートアイデンティティ(CI)・セールスプロモーション(SP)用コンテンツ

について企画・提案から制作、運営サポートまで一貫したサービスを提供するとともに、それに伴う

システム環境の提案・構築を行っております。 

  

2. 企業集団の状況

(1) コンピュータ事業

(2) アスクル＆サプライ事業

①  アスクル事業

②  サプライ事業

(3) サービス＆サポート事業

①  設置保守事業

②  ヘルプデスク事業

③  デジタルコンテンツ事業
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以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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当社は、「ユーザーニーズ実現企業」として、すべてのステークホルダーとの長期的に安定した共存

共栄を目指すことを経営理念に掲げております。  

この理念に基づく経営方針は以下のとおりであります。 

①新たな事業戦略および新規事業の確立 

②人材の育成と教育の強化 

③全部門、全員における生産性の向上 

企業価値の向上を図り、当社を支持していただいている株主、顧客、取引先の皆様の期待にお応えし

ていくことを目標として、事業活動を展開しております。 

  

当社は販売を中心とする企業であり、 企業の発展と存続を示すものとの観点から、売上高の安定的

拡大ならびに事業の収益力を示す営業利益、経常利益を指標として重視し、これら指標の継続的向上に

努めてまいります。 

  

当社は、経営基盤のさらなる安定と継続的な成長を目指し、常に企業価値を高めるために、以下の目

標に前向きに取り組んでまいります。  

①利便性の追求 

コンピュータ事業を中心に、アスクル＆サプライ、サービス＆サポートの各事業により、ユーザー

との強力な取引関係を築き、常に新しい商材・サービスを提供し続けることで、ユーザーにとって一

番利便性が高い企業を目指します。 

②効率的な企業運営 

社内システムや組織体制の見直し、業務改善等を通じて業務の効率化を図るとともに、成長率が高

く利益率が高い事業分野に積極的に資源を投入することにより、収益性を高め効率的な企業運営を目

指します。 

③信頼される企業 

従業員のモラルとモチベーションを高めながら、業績の向上、透明性の高い経営体制の維持、コン

プライアンス・情報管理の徹底、優秀な人材の育成等を通じて、株主やユーザー・仕入先等のお取引

先から信頼される企業を目指します。 

  

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
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収益力を高め、経営体質の強化を図っていくため、当社が対処すべき課題としては以下のものがあり

ます。 

①新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大 

当社は、国内法人を主な取引先としておりますが、未開拓企業も多く、今後一層業容を拡大してい

くためには、地域戦略・業種戦略を踏まえた上でターゲットとする企業を明確にし、新規開拓をして

まいります。また、コンピュータ販売で開拓した新規顧客の中で優良法人ユーザーを抽出し、ネット

ワークの構築や設置保守、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなどの提案を通じて、顧客との取引拡

大に努めてまいります。 

②新規事業の拡大 

当社は、法人ユーザーに対して、従来より、アスクル、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなど相

乗効果の高い新規事業を展開してまいりました。業容拡大のため事業間の相乗効果は重要であり、今

後も効率よく新規事業を立ち上げ、展開してまいります。 

③人材育成 

当社の最大の財産は人材であり、優秀な人材の育成は経営基盤を維持し、拡大する上で不可欠であ

ります。そのため、当社では人材育成を経営の重要課題と位置付け、従来よりＯＪＴや外部機関を活

用した階層別研修・専門研修を行ってまいりました。今後とも、優秀な人材の確保のため、教育研修

制度の一層の充実に努めてまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,389,573 1,364,895

受取手形 ※１   196,390 ※1   329,020

売掛金 1,556,938 1,698,119

商品 426,459 446,677

貯蔵品 1,181 421

前渡金 3,061 2,367

前払費用 8,554 9,297

未収入金 69,881 －

繰延税金資産 20,617 31,698

その他 3,051 12,638

貸倒引当金 △10,150 △23,163

流動資産合計 3,665,558 3,871,973

固定資産

有形固定資産

建物 27,296 27,296

減価償却累計額 △1,498 △5,604

建物（純額） 25,798 21,691

工具、器具及び備品 15,401 19,857

減価償却累計額 △8,001 △10,764

工具、器具及び備品（純額） 7,400 9,092

有形固定資産合計 33,199 30,784

無形固定資産

ソフトウエア 10,422 37,799

その他 1,273 1,273

無形固定資産合計 11,696 39,073

投資その他の資産

投資有価証券 40,093 35,861

出資金 10,000 10,000

破産更生債権等 78,075 74,824

長期前払費用 1,937 1,287

繰延税金資産 14,220 5,223

敷金 59,893 59,810

差入保証金 58,226 －

その他 30,781 38,184

貸倒引当金 △78,075 △74,824

投資その他の資産合計 215,152 150,366

固定資産合計 260,047 220,224

資産合計 3,925,606 4,092,198
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,528,550 1,797,623

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 370,248 242,708

未払金 38,576 88,128

未払費用 46,576 48,971

未払法人税等 21,275 112,728

前受金 4,241 4,654

預り金 11,596 10,867

賞与引当金 19,330 37,584

流動負債合計 2,340,394 2,643,266

固定負債

長期借入金 247,513 4,805

固定負債合計 247,513 4,805

負債合計 2,587,907 2,648,071

純資産の部

株主資本

資本金 250,865 250,865

資本剰余金

資本準備金 201,000 201,000

資本剰余金合計 201,000 201,000

利益剰余金

利益準備金 2,607 2,607

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 898,825 1,008,574

利益剰余金合計 901,432 1,011,181

自己株式 △14,979 △14,979

株主資本合計 1,338,317 1,448,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △619 △3,940

評価・換算差額等合計 △619 △3,940

純資産合計 1,337,698 1,444,126

負債純資産合計 3,925,606 4,092,198
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(2) 損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年1月1日

 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年1月1日

 至 平成22年12月31日)

売上高 11,323,716 13,717,768

売上原価

商品期首たな卸高 202,599 426,459

当期商品仕入高 9,983,297 11,882,734

合計 10,185,896 12,309,194

商品期末たな卸高 426,459 446,677

商品売上原価 ※１ 9,759,437 ※１ 11,862,516

売上総利益 1,564,278 1,855,252

販売費及び一般管理費 ※２ 1,479,992 ※２  1,543,659

営業利益 84,285 311,593

営業外収益

受取利息 2,023 928

受取配当金 1,116 1,041

広告料収入 500 900

その他 646 1,306

営業外収益合計 4,286 4,176

営業外費用

支払利息 11,612 6,702

その他 228 12

営業外費用合計 11,841 6,714

経常利益 76,730 309,054

特別損失

本社移転費用 40,214 －

特別損失合計 40,214 －

税引前当期純利益 36,516 309,054

法人税、住民税及び事業税 44,115 131,421

法人税等調整額 △9,411 194

法人税等合計 34,704 131,616

当期純利益 1,811 177,438
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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21年1月1日

 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年1月1日

 至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 250,865 250,865

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,865 250,865

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 201,000 201,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 201,000 201,000

資本剰余金合計

前期末残高 201,000 201,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 201,000 201,000

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 2,607 2,607

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,607 2,607

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 943,277 898,825

当期変動額

剰余金の配当 △46,264 △67,689

当期純利益 1,811 177,438

当期変動額合計 △44,452 109,749

当期末残高 898,825 1,008,574

利益剰余金合計

前期末残高 945,885 901,432

当期変動額

剰余金の配当 △46,264 △67,689

当期純利益 1,811 177,438

当期変動額合計 △44,452 109,749

当期末残高 901,432 1,011,181

自己株式

前期末残高 － △14,979
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年1月1日

 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年1月1日

 至 平成22年12月31日)

当期変動額

自己株式の取得 △14,979 －

当期変動額合計 △14,979 －

当期末残高 △14,979 △14,979

株主資本合計

前期末残高 1,397,750 1,338,317

当期変動額

剰余金の配当 △46,264 △67,689

当期純利益 1,811 177,438

自己株式の取得 △14,979 －

当期変動額合計 △59,432 109,749

当期末残高 1,338,317 1,448,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 400 △619

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,019 △3,321

当期変動額合計 △1,019 △3,321

当期末残高 △619 △3,940

評価・換算差額等合計

前期末残高 400 △619

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,019 △3,321

当期変動額合計 △1,019 △3,321

当期末残高 △619 △3,940

純資産合計

前期末残高 1,398,151 1,337,698

当期変動額

剰余金の配当 △46,264 △67,689

当期純利益 1,811 177,438

自己株式の取得 △14,979 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,019 △3,321

当期変動額合計 △60,452 106,427

当期末残高 1,337,698 1,444,126
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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21年1月1日

 至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年1月1日

 至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 36,516 309,054

減価償却費 7,434 10,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,924 15,892

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,098 18,254

受取利息及び受取配当金 △3,140 △1,970

支払利息 11,612 6,702

本社移転費用 40,214 －

売上債権の増減額（△は増加） △376,168 △276,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,768 △19,458

仕入債務の増減額（△は減少） 354,181 269,073

その他 △13,782 53,475

小計 △106,073 384,871

利息及び配当金の受取額 3,057 1,891

利息の支払額 △11,588 △6,456

本社移転費用支払額 △36,191 －

法人税等の支払額 △83,732 △41,083

営業活動によるキャッシュ・フロー △234,528 339,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △319,120 △311,500

定期預金の払戻による収入 273,000 369,298

有形固定資産の取得による支出 △32,129 △4,455

無形固定資産の取得による支出 △3,393 △15,536

投資有価証券の取得による支出 △4,219 △1,367

敷金及び保証金の差入による支出 △59,880 －

敷金及び保証金の回収による収入 28,875 95,385

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,867 131,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 50,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △371,771 △370,248

自己株式の取得による支出 △14,979 －

配当金の支払額 △46,257 △67,678

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,991 △437,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △234,403 33,120

現金及び現金同等物の期首残高 1,391,178 1,156,774

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,156,774 ※１ 1,189,895

-17-

株式会社ハイパー（3054）　平成22年12月期決算短信（非連結）



 

(5) 継続企業の前提に関する注記

  該当事項はありません。
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(6) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 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。

(1) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

  移動平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

（会計方針の変更）

  当事業年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号  平成18年７月５日公

表分）を適用しております。

  この変更による損益に与える影

響は軽微であります。

商品

同左

――――――――

３．固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

  定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法によっておりま

す。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ４～６年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

  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。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

４．引当金の計上基準 (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

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) リース取引開始日が平成20年12月

31日以前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引

  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。

(2) リース取引開始日が平成20年12月

31日以前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引

同左
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(7) 表示方法の変更

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

（貸借対照表） 

  前期において流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は資産の総額の100分の１を超

えたため、当期において区分掲記することに変更いたし

ました。 

  なお、前期における「未収入金」は5,461千円であり

ます。

（貸借対照表） 

  前期において区分掲記しておりました「未収入金」は

資産の総額の100分の１以下となったため、当期は流動

資産の「その他」に含めて表示することに変更いたしま

した。 

 なお、当期における「未収入金」は3,192千円であり

ます。 

  

 前期において区分掲記しておりました「差入保証金」

は資産の総額の100分の１以下となったため、当期は投

資その他の資産の「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。 

 なお、当期における「差入保証金」は5,059千円であ

ります。

（損益計算書） 

  前期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「広告料収入」は営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当期において区分掲記することに

変更いたしました。 

  なお、前期における「広告料収入」は200千円であり

ます。

（損益計算書）

――――――――
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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 
(平成21年12月31日)

当事業年度 
(平成22年12月31日)

 

※１．期末日満期手形

  期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

  なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 14,765千円
 

※１．期末日満期手形

  期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

  なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 17,244千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

 

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原

価に含まれております。

 3,081千円
 

※１．商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損（洗替法

による戻入額相殺後の額）が売上原価に含まれてお

ります。

△1,172千円

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は65.0％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は35.0％

であります。

  主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 68,061千円

給料手当 635,717

法定福利費 93,441

賞与引当金繰入額 19,330

販売手数料 128,482

減価償却費 7,434

地代家賃 101,750

貸倒引当金繰入額 62,924

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は65.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は34.5％

であります。

  主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 70,994千円

給料手当 670,455

法定福利費 106,721

賞与引当金繰入額 37,584

荷造発送費 91,834

販売手数料 152,558

減価償却費 10,539

地代家賃 83,970

貸倒引当金繰入額 15,892
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前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  自己株式の株式数の増加は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

  
３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度増加 
株式数(株)

当事業年度減少 
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

発行済株式

  普通株式 6,705 ― ― 6,705

合計 6,705 ― ― 6,705

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度増加 
株式数(株)

当事業年度減少 
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

自己株式

  普通株式(注) ― 165 ― 165

合計 ― 165 ― 165

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21年３月26日 
定時株主総会

普通株式 46,264 6,900 平成20年12月31日 平成21年３月27日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年３月25日 
定時株主総会

普通株式 45,126 利益剰余金 6,900 平成21年12月31日 平成22年３月26日

-23-

株式会社ハイパー（3054）　平成22年12月期決算短信（非連結）



 

  
当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注)  普通株式の発行済株式総数の増加2,004,795株は、平成22年７月１日付で１株につき300株の割合で株式分割し

たことによるものであります。 

  
２.自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式数の増加49,335株は、平成22年７月１日付で１株につき300株の割合で株式分割したことに

よるものであります。 

  
３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度増加 
株式数(株)

当事業年度減少 
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

発行済株式

  普通株式(注) 6,705 2,004,795 ― 2,011,500

合計 6,705 2,004,795 ― 2,011,500

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度増加 
株式数(株)

当事業年度減少 
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

自己株式

  普通株式(注) 165 49,335 ― 49,500

合計 165 49,335 ― 49,500

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22年３月25日 
定時株主総会

普通株式 45,126 6,900 平成21年12月31日 平成22年３月26日

平成22年８月６日 
取締役会

普通株式 22,563 3,450 平成22年６月30日 平成22年９月13日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年３月24日 
定時株主総会

普通株式 22,563 利益剰余金 11.50 平成22年12月31日 平成23年３月25日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,389,573

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△232,798

現金及び現金同等物 1,156,774
   

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,364,895

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△175,000

現金及び現金同等物 1,189,895
  

(リース取引関係)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

１．ファイナンス・リース取引 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引 

      該当事項はありません。

１．ファイナンス・リース取引 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

同左

    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリー

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、その内容は以下のとおり

であります。

    

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却累 
計額相当額 

(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具、器具 
及び備品 

8,195 6,155 2,039

ソフトウエア 3,830 1,340 2,489

合計 12,025 7,495 4,529

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却累 
計額相当額 

(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具、器具 
及び備品 

382 210 172

ソフトウエア 3,830 2,106 1,723

合計 4,212 2,316 1,895

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,753千円

１年超 1,975千円

合計 4,728千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 861千円

１年超 1,114千円

合計 1,975千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 4,676千円

減価償却費相当額 4,278千円

支払利息相当額 350千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,872千円

減価償却費相当額 2,633千円

支払利息相当額 118千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

      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

-25-

株式会社ハイパー（3054）　平成22年12月期決算短信（非連結）



 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの

借入を基本方針としております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。 

  

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

 投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

 借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。 

 また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。 

  

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

営業債権については、当社における債権管理規程に従い、各担当部署において取引先ごとの状況をモニタリ

ングし、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。 

②市場リスクの管理 

投資有価証券については、定期的に時価や取引先企業の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直してお

ります。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持など

により流動性リスクを管理しております。 

  

 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

  

平成22年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注)2．参照）。 

 

(金融商品関係)

当事業年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

２．金融商品の時価等に関する事項

 
貸借対照表 

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 (1) 現金及び預金 1,364,895 1,364,895 ―

 (2) 受取手形 329,020 329,020 ―

 (3) 売掛金 1,698,119 1,698,119 ―

 (4) 投資有価証券    

    その他有価証券 30,911 30,911 ―

  資産計 3,422,947 3,422,947 ―

 (1) 買掛金 1,797,623 1,797,623 ―

 (2) 短期借入金 300,000 300,000 ―

 (3) １年内返済予定の長期借入金 242,708 243,211 503 

 (4) 長期借入金 4,805 4,832 27 

  負債計 2,345,136 2,345,667 531 
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(注)1．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 

 によっております。 

(4) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

  

負 債 

(1) 買掛金、(2) 短期借入金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 

 によっております。 

(3) １年内返済予定の長期借入金、(4) 長期借入金 

１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行 

 った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

  

  2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 

 投資有価証券」には含めておりません。 

  

  3．金銭債権の決算日後の償還予定額 

 
  

  4．長期借入金の決算日後の返済予定額 

 
  

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

区分 貸借対照表計上額（千円）

 非上場株式 4,950 

 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）

 預金 1,362,906 ― ― ―

 受取手形 329,020 ― ― ―

 売掛金 1,698,119 ― ― ―

合計 3,390,046 ― ― ―

 
１年以内 
（千円）

１年超 
２年以内 
（千円）

２年超 
３年以内 
（千円）

３年超 
４年以内 
（千円）

４年超 
５年以内 
（千円）

 １年内返済予定の長期借入金 242,708 ― ― ― ―

 長期借入金 ― 4,805 ― ― ―

合計 242,708 4,805 ― ― ―

(追加情報)
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(有価証券関係)

前事業年度（平成21年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価(千円)
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 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 36,187 35,143 △1,043

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 36,187 35,143 △1,043

合計 36,187 35,143 △1,043

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

非上場株式 4,950

当事業年度（平成22年12月31日）

１．その他有価証券

種類
貸借対照表計上額 

(千円)
取得原価(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 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 30,911 37,554 △6,643

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 30,911 37,554 △6,643

合計 30,911 37,554 △6,643
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前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日）及び当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12

月31日） 

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

  

 
  

前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

(持分法損益等)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

  該当事項はありません。 同左

(関連当事者情報)
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前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日）及び当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12

月31日） 

当社には退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

(税効果会計関係)

前事業年度 
（平成21年12月31日）

当事業年度 
（平成22年12月31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 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額 33,293

未払事業税否認 2,274

未払事業所税否認 1,328

賞与引当金繰入限度超過額 7,865

未払費用否認 6,867

その他 1,835

繰延税金資産小計 53,465

評価性引当額 △18,627

繰延税金資産計 34,838

繰延税金資産の純額 34,838
   

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 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額 24,445

未払事業税否認 9,048

未払事業所税否認 1,186

賞与引当金繰入限度超過額 15,292

未払費用否認 4,215

その他 5,223

繰延税金資産小計 59,411

評価性引当額 △22,490

繰延税金資産計 36,921

繰延税金資産の純額 36,921
  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.30

評価性引当額の増加 51.01

その他 0.04

税効果会計適用後の法人税等の負担率 95.04
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 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。

(退職給付関係)
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前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日） 

 
(注)  株式数に換算して記載しております。 

  

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。 

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

１．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18年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名  及び使用人116名

ストック・オプション数（注） 普通株式      1,100株

付与日 平成18年１月20日

権利確定条件
  権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地
位にあること

対象勤務期間 平成18年１月20日から  平成19年12月21日まで

権利行使期間 平成19年12月22日から  平成27年12月21日まで

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

平成18年 
ストック・オプション

権利確定前            （株）

前事業年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後            （株）

前事業年度末 959

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 37

未行使残 922

②  単価情報

平成18年 
ストック・オプション

権利行使価格            （円） 230,000

行使時平均株価          （円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） ―
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当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12月31日） 

 
(注)  株式数に換算して記載しております。なお、平成22年７月１日付株式分割（１株につき300株の割合）による分

割後の株式数に換算して記載しております。 

  

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。 

 
(注)  平成22年７月１日付株式分割（１株につき300株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

 
(注)  平成22年７月１日付株式分割（１株につき300株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。 

１．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18年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名  及び使用人116名

ストック・オプション数（注） 普通株式      330,000株

付与日 平成18年１月20日

権利確定条件
  権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地
位にあること

対象勤務期間 平成18年１月20日から  平成19年12月21日まで

権利行使期間 平成19年12月22日から  平成27年12月21日まで

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

平成18年 
ストック・オプション

権利確定前            （株）

前事業年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後            （株）

前事業年度末 276,600

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 1,500

未行使残 275,100

②  単価情報

平成18年 
ストック・オプション

権利行使価格            （円） 767

行使時平均株価          （円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） ―
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前事業年度（自平成21年１月１日  至平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成22年１月１日  至平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)
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(注)  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

 
１株当たり純資産額 204,541円11銭

 
１株当たり純資産額 736円05銭

 
１株当たり当期純利益金額 274円92銭

 
１株当たり当期純利益金額 90円44銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し

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金額につき

ましては潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。

 当社は、平成22年７月１日付で１株につき300株の割

合で株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前事業年度の開始の日に行われたと仮

定した場合における前事業年度の１株当たり情報につい

ては以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 681円80銭

１株当たり当期純利益金額 0円92銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

  当期純利益（千円） 1,811 177,438

  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） 1,811 177,438

  普通株式の期中平均株式数（株） 6,591 1,962,000

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

  当期純利益調整額（千円） ― ―

  普通株式増加数（株） ― ―

    （うち新株予約権（株）） (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

―――――――― ――――――――
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自  平成21年１月１日
至  平成21年12月31日)

当事業年度
(自  平成22年１月１日
至  平成22年12月31日)

──────── ―――――――― 
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該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

  該当事項はありません。
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