
１．17年３月期の業績（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

（注）①17年３月期中間配当金の内訳は、普通配当2,500円、二部上場記念配当1,500円、17年３月期期末配当金の内訳

は、普通配当2,500円、一部上場記念配当2,500円であります。 

②株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成16年3月期の１株当たり年間配当金は5,000円（期末5,000

円）であります。 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  20,136円69銭 

※ 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

おります。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。 

平成17年３月期 個別財務諸表の概要 平成17年５月13日

上場会社名 株式会社 テレパーク 上場取引所 東京証券取引所(市場第一部)

コード番号 3738 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.teleparkcorp.com)

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 宮崎 重則 

問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画部長 氏名 杉村 秀雄 ＴＥＬ  （ 03 ） 5804 － 7090 

決算取締役会開催日 平成17年５月13日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成17年６月29日 定時株主総会開催日 平成17年６月28日 

単元株制度採用の有無  無     

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年３月期 260,008 42.5 5,133 23.2 5,137 20.7

16年３月期 182,504 12.7 4,168 39.3 4,257 41.6

 当期純利益 
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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年３月期 2,964 23.5 17,991 52 17,905 56 33.1 11.3 2.0

16年３月期 2,400 49.9 32,463 65 ― ― 40.7 12.2 2.3

（注）①期中平均株式数 17年３月期 163,616株 16年３月期 73,940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 

④平成16年７月９日付で１対２の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

平成16年３月期の１株当たり当期純利益は16,231円82銭であります。 

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
１株当たり年間配当金 配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率  中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年３月期 9,000 00 4,000 00 5,000 00 1,474 50.0 13.4

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

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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

17年３月期 49,860 11,030 22.1 67,181 27

16年３月期 40,996 6,876 16.8 93,000 26

（注）①期末発行済株式数 17年３月期 163,880株 16年３月期 73,940

②期末自己株式数 17年３月期 ―株 16年３月期 ―株

③平成16年７月９日付で１対２の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

平成16年３月期の１株当たり株主資本は46,500円13銭であります。 

２．18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 142,000 2,950 1,700 3,500 00  ―  ― 

通 期 295,000 5,800 3,300  ― 3,500 00 7,000 00
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７．個別財務諸表等 
(1）貸借対照表 

    
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減
（百万
円） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   487 339   

２．受取手形   4 37   

３．売掛金 ※２ 25,821 31,733   

４．商品   7,417 10,651   

５．貯蔵品   6 10   

６．前渡金   47 62   

７．前払費用   185 311   

８．繰延税金資産   890 1,017   

９. 関係会社短期貸付金   1,850 430   

10．未収入金 ※２ 845 1,514   

11．その他   11 28   

貸倒引当金   △49 △50   

流動資産合計   37,518 91.5 46,085 92.4 8,567

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1) 建物   625 792     

減価償却累計額   335 290 438 353   

(2) 構築物   7 18     

減価償却累計額   3 4 5 13   

(3) 器具及び備品   943 1,013     

減価償却累計額   776 166 806 207   

(4) 土地   24 24   

有形固定資産合計   486 1.2 599 1.2 113

２．無形固定資産       

(1) 営業権   ― 489   

(2) 電話加入権   20 7   

無形固定資産合計   20 0.0 496 1.0 476
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前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減
（百万
円） 

３．投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   122 171   

(2) 関係会社株式   1,020 179   

(3) 長期貸付金   31 43   

(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 

  17 252   

(5) 長期前払費用   63 230   

(6) 繰延税金資産   403 569   

(7) 敷金   1,359 1,421   

(8) その他   80 104   

貸倒引当金   △127 △295   

投資その他の資産 
合計 

  2,971 7.3 2,678 5.4 △293

固定資産合計   3,478 8.5 3,774 7.6 296

資産合計   40,996 100.0 49,860 100.0 8,863

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金 ※２ 24,709 30,549   

２．短期借入金   4,800 2,500   

３．１年以内返済予定の
長期借入金 

  50 12   

４．未払金 ※２ 2,023 2,664   

５．未払費用   23 30   

６．未払法人税等   1,240 1,272   

７．預り金   440 556   

８．前受収益   9 15   

９．賞与引当金   219 273   

10. 短期解約損失引当金   ― 156   

11．その他   238 367   

流動負債合計   33,755 82.3 38,399 77.0 4,644

 

- 38 -



    
前事業年度 

（平成16年３月31日） 
当事業年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減
（百万
円） 

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   12 ―   

２．退職給付引当金   342 405   

３．役員退職慰労引当金   10 24   

固定負債合計   364 0.9 430 0.9 65

負債合計   34,120 83.2 38,830 77.9 4,710

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 ※１ 446 1.1 1,500 3.0 1,054

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   116 1,619     

資本剰余金合計   116 0.3 1,619 3.2 1,502

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   8 8     

２．当期未処分利益   6,245 7,815     

利益剰余金合計   6,253 15.3 7,823 15.7 1,569

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  59 0.1 87 0.2 27

資本合計   6,876 16.8 11,030 22.1 4,153

負債資本合計   40,996 100.0 49,860 100.0 8,863
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
（百万
円） 

Ⅰ 売上高       

１．商品売上高 ※１ 81,392 115,199     

２．受取手数料 ※１ 101,111 182,504 100.0 144,808 260,008 100.0 77,503

Ⅱ 売上原価       

１．期首商品たな卸高   4,680 7,419     

２．当期商品仕入高 ※１ 105,403 142,713     

合計   110,084 150,133     

３．期末商品たな卸高   7,419 10,656     

    102,664 139,476     

４．商品評価損   △62 2     

商品売上原価合計   102,602 139,479     

５．支払手数料 ※１ 63,553 166,155 91.0 100,381 239,860 92.3 73,705

売上総利益   16,349 9.0 20,147 7.7 3,798

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．役員報酬   62 72     

２．従業員給料   1,506 1,573     

３．臨時勤務者給料   1,953 2,406     

４．役員退職慰労引当金
繰入額 

  8 14     

５．賞与引当金繰入額   219 273     

６．派遣人件費   1,555 2,248     

７．運賃   486 599     

８．不動産賃借料   1,023 1,169     

９．減価償却費   319 312     

10．業務委託費   1,056 1,298     

11．貸倒引当金繰入額   60 ―     

12．その他   3,929 12,180 6.7 5,044 15,013 5.7 2,832

営業利益   4,168 2.3 5,133 2.0 965
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前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減
（百万
円） 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   2 4     

２．受取配当金   0 0     

３．受取家賃   18 14     

４．営業権譲渡益   110 ―     

５．受取保険料   － 6     

６．債務取崩益   － 3     

７．その他   10 141 0.0 1 30 0.0 △110

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   12 9     

２．上場関連費用   19 9     

３．新株発行費   19 7     

４．その他   0 53 0.0 0 26 0.0 △26

経常利益   4,257 2.3 5,137 2.0 880

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益   ― ― ― 95 95 0.0 95

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 ※２ － 6     

２．固定資産除却損 ※３ 17 28     

３．電話加入権評価損   － 16     

４．会社分割に伴う事務
所等移転・統合費用 

  － 17 0.0 0 51 0.0 33

税引前当期純利益   4,239 2.3 5,182 2.0 942

法人税、住民税及び
事業税 

  2,091 2,396     

法人税等調整額   △252 1,839 1.0 △178 2,217 0.9 378

当期純利益   2,400 1.3 2,964 1.1 563

前期繰越利益   3,845 5,506   

中間配当額   ― 655   

当期未処分利益   6,245 7,815   
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(3）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 4,239 

減価償却費及びコンピュータ費 398 

営業権譲渡益 △110 

上場関連費用 19 

新株発行費 19 

固定資産除売却損益（利益：△） 17 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 58 

賞与引当金の増減額（減少：△） △11 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 49 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 8 

受取利息及び受取配当金 △3 

支払利息 12 

売上債権の増減額（増加：△） △6,446 

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,793 

仕入債務の増減額（減少：△） 6,854 

その他 250 

小計 2,563 

利息及び配当金の受取額 2 

利息の支払額 △13 

法人税等の支払額 △1,818 

営業活動によるキャッシュ・フロー 734 
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前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

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 △359 

営業権の譲渡による収入 110 

ソフトウェアの取得による支出 △79 

投資有価証券の取得による支出 △0 

関係会社株式取得による支出 △1,020 

貸付けによる支出 △28 

貸付金の回収による収入 8 

関係会社貸付金の純増減額（増加：△） △1,850 

敷金の支出 △96 

敷金の返還による収入 92 

その他資産増減額（増加：△） △24 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,246 

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：△） 3,199 

長期借入金の返済による支出 △250 

上場関連の支出 △2 

新株発行関連の支出 △0 

配当金の支払額 △480 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,466 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △46 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 533 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 487 
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(4）利益処分案 

   
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減

（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  6,245 7,815 1,569

Ⅱ 利益処分額    

１．配当金  739   819   

２．役員賞与金  ―   20   

（うち監査役賞与金）  (―） 739 （―） 840 100

Ⅲ 次期繰越利益  5,506 6,975 1,468
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(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。 

(1) 子会社株式 

同左 

  (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 

 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 

(1) 商品 

 先入先出法による低価法（洗替え方

式）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 

(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。 

(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

建物 ３年～20年

器具及び備品 ２年～20年

   (2)    ――――――  (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

   営業権 ５年

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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

(3)      ────── 

  

  

(3) 短期解約損失引当金 

 当社及び販売代理店経由で加入申込

受付をした携帯電話契約者が短期解約

した場合に、当社と代理店委託契約を

締結している電機通信事業者に対して

返金すべき手数料の支払に備えるた

め、返金実績額に基づき、短期解約に

係る手数料の返金見込額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

 従来、短期解約に係る手数料の返金

額は解約時に受取手数料から控除する

処理（販売代理店経由で加入申込受付

をしたもののうち、販売代理店に電気

通信事業者に対して返金すべき手数料

を請求しているものは、受取手数料か

ら控除するとともに支払手数料からも

控除）をしておりましたが、携帯端末

の取扱数量の増加により金額的重要性

が増したため、当事業年度より短期解

約に係る手数料の返金見込額を返金実

績額に基づいて見積り、短期解約損失

引当金として計上することといたしま

した。 

 これにより従来の方法に比して、売

上高は274百万円、売上原価は118百万

円減少し、営業利益、経常利益および

税引前当期純利益は156百万円減少して

おります。 

  

(4) 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。 

(4) 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

基づき計上しております。 

 過去勤務債務については、発生年度

に一括損益処理しております。 

 数理計算上の差異については、発生

の翌事業年度に一括損益処理しており

ます。 

  (5) 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、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

(5) 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 
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表示方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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ヵ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。 

────── 

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。 

  また、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 

  

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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、0百万円であ

ります。 

（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「受取保険料」及び「債務取崩益」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「受取保険料」は2百万円、「債

務取崩益」は1百万円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17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 290,000株

発行済株式総数 普通株式 73,940株

授権株式数 普通株式 580,000株

発行済株式総数 普通株式 163,880株

※２．関係会社項目 

 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。 

※２．       ――――――― 

  

売掛金 38百万円

未収入金 15百万円

買掛金 71百万円

未払金 9百万円

 

 ３．保証債務  ３．      ――――――― 

保証先 金額 内容 

㈱榎本コーポ
レーション 

51百万円

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 

 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59百万円で

あります。 

 ４．配当制限 

 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87百万円で

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

ため取引銀行1行と当座貸越契約及び金融機関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 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000百万円

貸出コミットメントの総額 1,100百万円

借入実行残高 0百万円

差引額 1,099百万円

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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．       ────── 

関係会社への商品売上高及び受取手数料 

19,562百万円 

  

  

関係会社よりの当期仕入高及び支払手数料 

16,702百万円 

  

  

※２．       ────── ※２．固定資産売却損は、建物0百万円、器具及び備品5

百万円であります。 

※３．固定資産除却損は、建物4百万円、器具及び備品13

百万円であります。 

※３．固定資産除却損は、建物14百万円、器具及び備品

13百万円であります。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

────── 

（平成16年３月31日現在）   

現金及び預金勘定 487百万円

現金及び現金同等物 487百万円

  

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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)       ――――――― 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

器具及び備品 3 2 0 

ソフトウエア 3 3 0 

合計 6 5 0 

  

（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。 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2)       ――――――― 

一年内 0百万円

一年超 ―

合計 0百万円

  

（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。 

  

(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 9百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

(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 
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（有価証券関係） 

 前事業年度（平成16年３月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 当事業年度（平成17年３月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

当社は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。 

（退職給付関係） 

前事業年度 
（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 

 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。 

(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 341百万円

② 未認識数理計算上の差異 0百万円

③ 未認識過去勤務債務（債務の減額） －

④ 退職給付引当金 342百万円

(3) 退職給付費用に関する事項 

（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

① 勤務費用 55百万円

② 利息費用 5百万円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 －

④ 退職給付費用合計 61百万円

(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

（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 

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 

なお、前期は、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。 

    
（単位：百万円）

  
前事業年度 

（平成16年３月31日現在）
当事業年度 

（平成17年３月31日現在）

繰延税金資産               

賞与引当金   89       111   

貸倒引当金損金算入限度超過額   61       132   

棚卸資産評価損   8       9   

未払事業税及び事業所税   115       91   

移動体端末販売先行損失   559       561   

減価償却超過額   215       302   

退職給付引当金損金算入限度超過額   131       161   

短期解約損失引当金   ―       63   

その他   153       212   

繰延税金資産合計   1,334       1,646   

繰延税金負債               

その他有価証券評価差額金   △40       △59   

繰延税金負債合計   △40       △59   

繰延税金資産の純額   1,293       1,587   

  
（単位 ％）

  

  
当事業年度 

（平成17年３月31日現在） 

  

法定実効税率   40.7     

（調整）         

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.0     

営業権償却費否認   1.0     

住民税均等割額   0.9     

IT投資税額控除   △0.6     

その他   △0.2     

税効果会計適用後の法人税等の負担率   42.8     
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（持分法損益関係） 

前事業年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後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。 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 67,181円27銭

１株当たり当期純利益 17,991円52銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 17,905円56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。 

当社は、平成16年７月９日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

 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１株当たり情報については、それぞれ以下のとおり

となります。 

 １株当たり純資産額  46,500円13銭 

 １株当たり当期純利益 16,231円82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。 

 
前事業年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 2,400 2,964 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― 20 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） ― 20 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,400 2,943 

普通株式の期中平均株式数（株） 73,940 163,616 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数（株） ― 785 

（うち新株予約権（株）） ― 785 

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     513個 

  

―――――― 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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。 

該当事項はありません。 

  

  

(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。）の九州及び沖縄地域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。 

  

(3) 株式分割 

平成16年５月14日開催の取締役会において、株式の

分割を行うことを決議いたしました。 

  

  

 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。 

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報は、次のとおりで

あります。 

  

１株当たり純資産額 33,296円16銭 

１株当たり当期純利益 10,927円86銭 

    

    

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報は、以下のとおり

であります。 

１株当たり純資産額 46,500円13銭 

１株当たり当期純利益 16,231円82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。 

  

(4) ストックオプション   

平成16年６月25日開催の第13回定時株主総会におい

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権（ストックオプション）を、当社の取締

役、執行役員および従業員に対し無償にて発行するこ

とを決議しております。なお、ストックオプション制

度の詳細は、「第４提出会社の状況 １株式等の状況

(7）ストックオプション制度の内容」に配載しており

ます。 
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８．役員の異動 

取締役および監査役の異動につきましては、本年６月下旬開催予定の定時株主総会における決議を経て、正式に決定さ

れる予定であります。 

(1）代表者の異動（予定） 

なし。 

(2）その他の役員の異動（予定） 

１）任期満了の監査役 

常勤監査役     細谷 精一 

２）新任監査役候補 

常勤監査役     細谷 精一 

監査役（非常勤）  遠藤 元一（現 東京霞ヶ関法律事務所 弁護士） 

（注）細谷 精一氏および遠藤 元一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１

項に定める社外監査役の候補者であります。 

以上
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