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１．平成 16 年 3月期の業績概況（平成 15 年 4月 1日 ～ 平成 16 年 3月 31 日） 
 
(1) 経営成績                                                   (単位：百万円未満切捨) 

 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 ％

16 年 3 月期 182,504 (12.7) 4,168 (39.3) 4,257 (41.6) 2,400 (49.9)

15 年 3 月期 161,968 ( － )    2,992 ( － ) 3,006 ( － ) 1,601 ( － )
 

 
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

株主資本 
当期純利益率

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

16 年 3 月期 32,463 65 ― ― 40.7 12.2 2.3

15 年 3 月期 21,855 72 ― ― 38.6 11.7 1.9

（注）１．期中平均株式数 16 年 3 月期 73,940 株  15 年 3 月期  73,279 株 
   ２．会計処理の方法の変更 無 
   ３．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2)  配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中間 期末 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

16 年 3 月期 10,000 00 0 0 10,000 00 739 30.8 10.8

15 年 3 月期 6,500 00 0 0 6,500 00 480 29.7 9.8

（注）16 年 3 月期期末配当金の内訳  記念配当―円―銭  特別配当―円―銭 
 
(3)  財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円 銭

16 年 3 月期 40,996 6,876 16.8 93,000 26

15 年 3 月期 28,528 4,923 17.3 66,592 33

（注）１．期末発行済株式数 16 年 3 月期 73,940 株  15 年 3 月期 73,940 株 

   ２．期末自己株式数  16 年 3 月期    ―株  15 年 3 月期   ―株 
 

(4)  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

16 年 3 月期 734 △3,246 2,466 487

15 年 3 月期 2,484 △443 △2,077 533
    
２．平成 17 年 3月期の業績予想（平成 16 年 4月 1日 ～ 平成 17 年 3月 31 日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 95,000 2,180 1,240 2,500 00 ― ― ― ―

通 期 218,000 4,530 2,570 ― ― 2,500 00 5,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  15,682 円 20 銭 

（注）１．平成 16 年 5月 14 日開催の取締役会決議に基づき、平成 16 年 7月 9日付をもって普通株式１株を２株に分

割する予定であります。なお、上記１株当たり年間配当金、及び１株当たりの予想当期純利益（通期）は、

株式分割後の株式数(163,880 株)により算出しております。 

２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内

在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 
７．個別財務諸表等 

(1)貸借対照表 

（単位：千円） 

前事業年度 
（平成 15 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 16 年３月 31 日） 

比較増減

(△) 

期 別 

 

 

科 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

（資産の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

1.現金及び預金  533,841 487,660  

2.受取手形  340 4,422  

3.売掛金 ※2 19,379,807 25,821,854  

4.商品  4,615,681 7,417,179  

5.貯蔵品  14,445 6,818  

6.前渡金  26,090 47,187  

7.前払費用  184,131 185,757  

8.繰延税金資産  745,681 890,153  

9.関係会社貸付金 ※2 ― 1,850,000  

10.未収入金 ※2 744,416 845,145  

11.その他  10,325 11,540  

貸倒引当金  △74,353 △49,085  

流動資産合計  26,180,407 91.8 37,518,635 91.5 11,338,228

    

Ⅱ 固定資産    

1.有形固定資産    

(1)建物  492,446 625,778   

減価償却累計額  226,616 265,829 335,453 290,325  

(2)構築物   4,087 7,830   

減価償却累計額  2,371 1,716 3,122 4,708  

(3)器具及び備品  863,086 943,400   

減価償却累計額  667,458 195,627 776,956 166,444  

(4)土地  ― 24,750  

有形固定資産合計  463,174 1.6 486,228 1.2 23,054

    

2.無形固定資産    

(1)電話加入権  19,797 20,200  

無形固定資産合計  19,797 0.1 20,200 0.0 402

    

3.投資その他の資産    

(1)投資有価証券   67,200 122,482  

(2)関係会社株式 ※2 ― 1,020,000  

(3)長期貸付金  13,967 31,828  

(4)破産債権、再生債権及

び更生債権その他こ

れらに準ずる債権 

 19,043 17,246  

(5)長期前払費用  43,757 63,388  

(6)繰延税金資産  318,111 403,621  

(7)敷金  1,356,559 1,359,880  

(8)その他  90,870 80,543  

貸倒引当金  △43,957 △127,292  

投資その他の資産合計   1,865,552 6.5 2,971,699 7.3 1,106,146

固定資産合計  2,348,523 8.2 3,478,127 8.5 1,129,603

  資産合計  28,528,931 100.0 40,996,763 100.0 12,467,832
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（単位：千円） 

前事業年度 
（平成 15 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 16 年３月 31 日） 

比較増減

(△) 

期 別 

 

 

科 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

（負債の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動負債    

1.買掛金 ※2 17,855,432 24,709,627  

2.短期借入金 ※5 1,600,334 4,800,000  

3.１年以内返済予定長期

借入金 
 250,000 50,000  

4.未払金 ※2 1,614,694 2,023,546  

5.未払費用  27,926 23,454  

6.未払法人税等  968,119 1,240,611  

7.預り金  482,093 440,299  

8.前受収益  6,828 9,604  

9.賞与引当金  230,641 219,338  

10.その他  211,894 238,926  

流動負債合計  23,247,967 81.5 33,755,407 82.3 10,507,440

    

Ⅱ 固定負債    

1.長期借入金  62,500 12,500  

2.退職給付引当金  292,905 342,106  

3.役員退職慰労引当金  1,720 10,309  

固定負債合計  357,126 1.2 364,915 0.9 7,789

負債合計  23,605,093 82.7 34,120,323 83.2 10,515,230

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※1 446,420 1.6 446,420 1.1 0

Ⅱ 資本剰余金    

1.資本準備金  116,420 116,420   

資本剰余金合計  116,420 0.4 116,420 0.3 0

Ⅲ 利益剰余金    

1.利益準備金  8,250 8,250   0

2.当期未処分利益  4,325,935 6,245,688   

利益剰余金合計  4,334,185 15.2 6,253,938 15.3 1,919,753

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
※4 26,811 0.1 59,661 0.1 32,849

資本合計  4,923,837 17.3 6,876,439 16.8 1,952,602

負債資本合計  28,528,931 100.0 40,996,763 100.0 12,467,832
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(2)損益計算書 

（単位：千円） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

比較増減

(△) 

期 別 

 

 

科 目 金額 百分比 金額 百分比 金額 

  ％  ％ 

Ⅰ 売上高    

1.商品売上高 ※1 71,533,203 81,392,629   

2.受取手数料 ※1 90,435,382 161,968,585 100.0 101,111,981 182,504,610 100.0 20,536,025

Ⅱ 売上原価    

1.商品売上原価    

(1)期首商品たな卸高  4,297,835 4,680,753   

(2)当期商品仕入高 ※1 91,006,968 105,403,515   

合計  95,304,804 110,084,268   

(3)期末商品たな卸高  4,680,753 7,419,704   

(4)商品評価損  65,071 △62,547   

商品売上原価合計  90,689,122 102,602,017   

2.支払手数料 ※1 56,946,592 147,635,714 91.2 63,553,039 166,155,056 91.0 18,519,341

売上総利益  14,332,870 8.8 16,349,553 9.0 2,016,683

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
   

１．役員報酬  38,958 62,342   

２．従業員給料  1,692,927 1,506,217   

３．臨時勤務者給料  1,562,623 1,953,314   

４．役員退職慰労引
当金繰入額 

 1,720 8,588   

５．賞与引当金繰入額  230,641 219,338   

６．派遣人件費  1,374,218 1,555,471   

７．運賃  447,305 486,629   

８．不動産賃借料  1,002,247 1,023,674   

９．減価償却費  275,589 319,043   

10．業務委託費  1,015,279 1,056,421   

11．貸倒引当金繰入額  8,152 60,487   

12．その他  3,690,336 11,340,001 7.0 3,929,385 12,180,912 6.7 840,911

営業利益  2,992,869 1.8 4,168,640 2.3 1,175,771
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（単位：千円） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

比較増減

(△) 

期 別 

 

 

科 目 金額 百分比 金額 百分比 金額 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,288 2,839   

２．受取配当金  240 240   

３．受取家賃  27,569 18,410   

４．営業権譲渡益  ― 110,000   

５．その他  3,763 32,861 0.1 10,089 141,580 0.1 108,719

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  19,237 12,828   

２．上場関連費用  ― 19,981   

３．新株発行費  ― 19,472   

４．その他  489 19,726 0.0 829 53,112 0.0 33,384

経常利益  3,006,003 1.9 4,257,109 2.3 1,251,105

Ⅵ 特別利益    

１．過年度解約手数
料戻入益 

 42,118 42,118 0.0 ― ― ― △42,118

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※2 22,142 ―   

２．固定資産除却損 ※3 36,810 17,485   

３．退職給付費用  96,741 ―   

４．その他  7,960 163,654 0.1 ― 17,485 0.0 △146,168

税引前当期純
利益 

 2,884,467 1.8 4,239,623 2.3 1,355,156

法人税、住民税
及び事業税 

 1,666,158 2,091,325   

法人税等調整額  △383,260 1,282,897 0.8 △252,065 1,839,260 1.0 556,362

当期純利益  1,601,569 1.0 2,400,363 1.3 798,793

前期繰越利益  2,724,365 3,845,325  1,120,959

当期未処分利益  4,325,935  6,245,688  1,919,753
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(3)キャッシュ・フロー計算書 

          （単位：千円） 

 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

 至 平成15年３月31日)

当事業年度 

（自 平成15年４月１日 

   至 平成16年３月31日） 

区  分 金  額 金  額 

比較増減（△）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 2,884,467 4,239,623 

減価償却費及びコンピュータ費 398,770 398,505 

営業権譲渡益(利益:△) ― △110,000 

上場関連費用 ― 19,981 

新株発行費 ― 19,472 

過年度解約手数料戻入益 △42,118 ― 

固定資産除売却損益(利益:△) 58,952 17,485 

貸倒引当金の増減額(減少:△) △16,496 58,065 

賞与引当金の増減額(減少:△) 13,551 △11,303 

退職給付引当金の増減額(減少:△) 114,085 49,200 
役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 1,720 8,588 

受取利息及び受取配当金 △1,528 △3,080 

支払利息 19,237 12,828 

売上債権の増減額(増加:△) △4,847,678 △6,446,129 

たな卸資産の増減額(増加：△) △321,406 △2,793,871 

仕入債務の増減額(減少：△) 4,728,846 6,854,195 

その他 520,357 250,384 

小  計 3,510,762 2,563,946 △946,816

利息及び配当金の受取額 1,528 2,532 

利息の支払額 △19,205 △13,450 

法人税等の支払額 △1,008,167 △1,818,833 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,484,918 734,195 △1,750,722
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △259,831 △359,583 

有形固定資産の売却による収入 1,575 ― 

営業権の譲渡による収入 ― 110,000 

ソフトウエアの取得による支出 △123,181 △79,462 

投資有価証券の取得による支出 ― △350 

関係会社株式取得による支出 ― △1,020,000 

貸付けによる支出 ― △28,375 

貸付金の回収による収入 10,418 8,923 

関係会社への貸付による純増減額 ― △1,850,000 

敷金の支出 △132,051 △96,034 

敷金の返還による収入 89,910 92,714 

その他資産増減額(増加：△) △29,975 △24,498 

投資活動によるキャッシュ・フロー △443,136 △3,246,667 △2,803,530
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額(減少：△) △1,646,930 3,199,665 

長期借入金の返済による支出 △400,000 △250,000 

株式公開関連の支出 ― △2,353 

新株発行関連の支出 ― △410 

株式の発行による収入 34,840 ― 

配当金の支払額 △65,340 △480,610 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,077,430 2,466,291 4,543,721

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △35,648 △46,180 △10,531

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 569,489 533,841 △35,648

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 533,841 487,660 △46,180
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(4)利益処分案 

          （単位：千円） 
期 別 

 

科 目 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

比較増減（△）

Ⅰ当期未処分利益 4,325,935 6,245,688 1,919,753

Ⅱ利益処分額  

1.配当金 480,610 480,610 739,400 739,400 

Ⅲ次期繰越利益 3,845,325 5,506,288 1,660,963
  

 

 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1)   ――――――― (1)子会社株式 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

 (2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価額等に基づく時

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。

(2)その他有価証券 

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。 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1)商品 

先入先出法による低価法を採用

しております。 

(1)商品 

同左 

 (2)貯蔵品 

先入先出法による原価法を採用

しております。 

(2)貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方法 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(附属設備を除

く)については定額法)を採用して

おります。また、直営ショップの建

物附属設備、及び器具及び備品につ

いては耐用年数3年による定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物      3年～20年 

器具及び備品  3年～6年 

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(附属設備を除

く)については定額法)を採用して

おります。また、直営ショップの建

物附属設備、及び器具及び備品につ

いては耐用年数3年による定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物      3年～20年 

器具及び備品  3年～10年 

 

 

 

 

30



 

項目 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

新株発行費 

同左 

５．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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担額

を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき、当期末において発生

していると認められる額を計上し

ております。 

数理計算上の差異については、発

生の翌事業年度に一括費用処理す

る予定です。 

(3)退職給付引当金 

同左 

 (4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労引当金規程に

基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

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

計処理によっております。 

同左 

７．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か月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

８.その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1)消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

なお、資産に係る控除対象外消費

税等は、当期の負担すべき期間費用

として処理しております。 

(1)消費税等の処理方法 

同左 

 (2)自己株式及び法定準備金取崩等に

関する会計基準 

当期から「自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成14年２月

21日 企業会計基準第１号）を適用

しております。この変更による当期

の損益に与える影響はありません。

なお、財務諸表等規則の改正によ

り当期における貸借対照表の資本

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。 

―――――――― 

 (3)１株当たり当期純利益に関する会

計基準等 

当期から「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成14年９月25日 企業

会計基準第２号）及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平

成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号）を適用しておりま

す。なお、同会計基準及び適用指針

の適用に伴う影響はありません。 

―――――――― 
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表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

―――――――― (損益計算書) 

前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

おりました「新株発行費」は、営業外費用の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「新株発行費」は、489千円で

あります。 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成15年３月31日） 

当事業年度 
（平成16年３月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 160,000株

発行済株式総数 普通株式 73,940株
 

授権株式数 普通株式 290,000株

発行済株式総数 普通株式 73,940株
 

※２．関係会社項目 ※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には次のものが

あります。 

 区分掲記したもの以外で、関係会社に対する資

産及び負債には次のものがあります。 
 

売掛金 223,419千円

買掛金 124,534千円
  

 
売掛金 38,524千円

未収入金 15,537千円

買掛金 71,875千円

未払金 9,438千円
  

３．      ―――――――― ３．保証債務 
    

保証先 金額 内容 

㈱榎本コーポ
レーション 

51,408千円

子会社二次代理店
の賃貸借契約に基
づく中途解約違約
金への連帯保証 

  
※４．配当制限 ※４．配当制限 

 商法第290条第１項第６号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は26,811

千円であります。 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は59,661

千円であります。 

※５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため金融機関１社と貸出コミットメント契約を

締結しております。この契約に基づく当期末の借

入金未実行残高は次のとおりであります。 

※５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため金融機関１社と貸出コミットメント契約を

締結しております。この契約に基づく当期末の借

入金未実行残高は次のとおりであります。 
 

貸出コミットメントの総額 500,000千円

借入実行残高 334千円

差引額 499,665千円
  

 
貸出コミットメントの総額 1,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 1,000,000千円
  

 

 33



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社への商品売上高及び受取手数料 関係会社への商品売上高及び受取手数料 

32,646,475千円 19,562,328千円

関係会社よりの当期仕入高及び支払手数料 関係会社よりの当期仕入高及び支払手数料 

32,049,299千円 16,702,144千円

※２．固定資産売却損は、器具及び備品22,142千円で

あります。 

※２．      ―――――――― 

※３．固定資産除却損は、建物11,754千円、器具及び

備品25,055千円であります。 

※３．固定資産除却損は、建物4,429千円、器具及び備

品13,056千円であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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記さ

れている科目の金額との関係 

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15年3月31日現在） （平成16年3月31日現在）
 
現金及び預金勘定 533,841千円

現金及び現金同等物 533,841千円
  

現金及び預金勘定 487,660千円

現金及び現金同等物 487,660千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．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

相当額及び期末残高相当額 

(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）

器具及
び備品 

33,506 28,691 4,815

ソフト
ウエア 

35,554 28,762 6,791

合計 69,061 57,454 11,607

 

 
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）

器具及
び備品 

3,132 2,436 696

ソフト
ウエア 

3,202 3,148 53

合計 6,334 5,584 749

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

（注）        同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 
 

一年内 10,115千円

一年超 1,492千円

合計 11,607千円

 

一年内 749千円

一年超 ―

合計 749千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）        同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3)支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 22,787千円

減価償却費相当額 22,787千円

 

支払リース料 9,478千円

減価償却費相当額 9,478千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成 14 年４月１日 至 平成 15 年３月 31 日）及び当事業年度（自 平成 15 年４月１日 

至 平成 16 年３月 31 日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（退職給付関係） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

(1)採用している退職給付制度の概要 (1)採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、社内積立によ

る退職金規程に基づく退職一時金制度を採用してお

ります。 

確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退

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(平成15年3月31日現在) (2)退職給付債務に関する事項(平成16年3月31日現在)
 

①退職給付債務 292,905千円

②未認識数理計算上の差異 ―

  ③未認識過去勤務債務(債務の減額) ―

  ④退職給付引当金 292,905千円

 
①退職給付債務 341,876千円

②未認識数理計算上の差異 229千円

  ③未認識過去勤務債務(債務の減額) ―

  ④退職給付引当金 342,106千円

(3)退職給付費用に関する事項 (3)退職給付費用に関する事項 

(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) 

(注) 当社は、当期末より退職給付債務の計算を簡便法

から原則法に変更しております。したがって、上

記の勤務費用(販売費及び一般管理費)は簡便法

により計算されたものであります。なお、退職給

付費用(特別損失計上分)は、当期末の簡便法によ

る退職給付債務と原則法による退職給付債務と

の差額であります。 

①勤務費用 29,824千円

②利息費用 96,741千円

  ③数理計算上の差異の費用処理額 ―

  ④退職給付費用合計 126,565千円

 
①勤務費用 55,424千円

②利息費用 5,858千円

  ③数理計算上の差異の費用処理額 ―

  ④退職給付費用合計 61,282千円

(4)退職給付債務の計算基礎 (4)退職給付債務の計算基礎 
 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率（％） 2.0

③数理計算上の差異の処理年数（年） 1

同左 

(注) 当期末現在、数理計算上の差異は発生しておりま

せん。なお、数理計算上の差異については、発生

の翌事業年度に一括費用処理する予定です。 

(注) 数理計算上の差異については、発生の翌事業年度

に一括費用処理する予定です。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    （単位：千円） 

 前事業年度 
（平成15年３月31日現在）

 当事業年度 
（平成16年３月31日現在） 

繰延税金資産        

賞与引当金  86,048    89,248  

貸倒引当金損金算入限度超過額  40,888    61,079  

棚卸資産評価損  60,091    8,612  

未払事業税及び事業所税  90,273    115,809  

移動体端末販売先行損失  434,887    559,332  

減価償却超過額  197,516    215,349  

退職給付引当金損金算入限度超過額  107,925    131,888  

その他  65,010    153,386  

繰延税金資産合計  1,082,641    1,334,706  

繰延税金負債        

その他有価証券評価差額金  △18,848    40,930  

繰延税金負債合計  △18,848    40,930  

繰延税金資産の純額  1,063,792    1,293,775  

 

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 

  （単位 ％）   

 前事業年度 
（平成15年３月31日現在）

  

法定実効税率  42.0     

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5      

住民税均等割額  0.5      

過年度法人税、住民税及び事業税  0.3      

税額控除（IT投資促進税制）  －      

その他  0.2      

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.5      

 
なお、当期は、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。 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

前事業年度（平成 15 年 3 月 31 日） 

地方税法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第９号）が平成 15 年３月 31 日に公布され

たことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成 16 年４月１日以降

解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前期の 42.0％から 41.2％に変更さ

れました。この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 5,789 千円

減少し、当期に計上された法人税等調整額が6,140千円、その他有価証券評価差額金が351千円、

それぞれ増加しております。 
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(１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

   

１株当たり純資産額 66,592円33銭

１株当たり当期純利益 21,855円72銭

 

１株当たり純資産額 93,000円26銭

１株当たり当期純利益 32,463円65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、ストックオプション制度導入に伴う、新株予約権が

ありますが、当社株式は非上場、非登録のため、期中平

均株価が把握できませんので記載しておりません。 

 当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基

準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９月25

日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。

 なお、これによる影響はありません。 

 当社は、平成14年９月20日付で株式１株を10株に株式

分割をしております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前期における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 46,362円18銭

１株当たり当期純利益 2,957円68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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当期純利益（千円） 1,601,569 2,400,363 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,601,569 2,400,363 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

期中平均株式数（株） 73,279 73,940 

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 

新株予約権       521個 新株予約権      513個
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

―――――――― (1)新株の発行 

平成16年4月7日に、新株を発行いたしました。 

 なお、詳細については、連結財務諸表における「重

要な後発事象」に記載のとおりであります。 

 (2)会社分割 

平成16年4月28日開催の取締役会において、当社

は平成16年7月1日を期して、当社子会社である㈱ジ

ェイ・アール・シーモビテック(以下「モビテック

社」という。)の九州及び沖縄地区以外の事業部門

を会社分割により承継することを決議し、平成16年

4月28日にモビテック社と分割契約を締結いたしま

した。 

なお、モビテック社におきましても、平成16年4

月28日開催の取締役会において、同分割契約の承認

を受けております。 

 なお、詳細については、連結財務諸表における「重

要な後発事象」に記載のとおりであります。 

 

８．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 

未定であります。 

ただし、平成 16 年 5 月下旬開催予定の取締役会にて決定し、別途発表する予定であります。 
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