
平成18年12月期 個別財務諸表の概要 平成19年２月14日

 

上場会社名 株式会社まぐクリック 上場取引所(所属部）
大阪証券取引所
（ヘラクレス市場）

コード番号 4784 本社所在都道府県  東京都

(URL　http://www.magclick.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　高橋　信太郎

問合せ先責任者　役職名 常務取締役 氏名　薛 　仁興 ＴＥＬ　　（０３）５４５７－０９０９

決算取締役会開催日 平成19年２月14日 配当支払開始予定日 平成19年３月22日

定時株主総会開催日 平成19年３月20日 単元株制度採用の有無 無

１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(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 ％

18年12月期 3,494 9.6 110 12.5 147 19.4

17年12月期 3,187 △27.2 98 △49.0 123 △36.7

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 27 △42.5 310 98 310 74 0.7 3.5 4.2

17年12月期 47 △75.2 538 63 535 78 1.2 2.8 3.9

（注）①期中平均株式数 18年12月期 87,709株 17年12月期 88,121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、対前期増減率であります。

(2）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 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

18年12月期 4,260 3,859 90.6 43,956 68

17年12月期 4,232 3,695 87.3 42,239 58

（注）①期末発行済株式数 18年12月期   87,800株 17年12月期 87,500株

②期末自己株式数 18年12月期  1,745株 17年12月期 2,045株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）  

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

通　期 4,000 130 150 90

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,025円06銭

３．配当状況

・現金配当   1株当たり配当金  （円） 配当金総額

(百万円)

配当性向

（％）

純資産配当率

（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 ―  600.00 600.00 52 111.4 1.4

18年12月期 ―  600.00 600.00 52 192.9 1.4

19年12月期（予想） 未定 600.00 600.00    

 

※　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。

なお、上記予想に関する事項につきましては、決算短信（連結）の添付資料8ページをご参照下さい。
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個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   2,336,055   889,213  

２　売掛金 ※４  498,634   515,464  

３　貯蔵品   1,587   513  

４　前払費用 ※４  19,299   8,658  

５　繰延税金資産   11,265   17,987  

６　短期貸付金 ※４  2,143   104,321  

７　未収法人税等   ―   30,432  

８　関係会社預け金   ―   2,000,000  

９　その他 ※４  6,936   31,363  

貸倒引当金   △1,733   △2,049  

流動資産合計   2,874,188 67.9  3,595,905 84.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１       

(1）建物   22,528   19,622  

(2）工具器具及び備品   11,587   12,741  

有形固定資産合計   34,116 0.8  32,364 0.7

２　無形固定資産        

(1）営業権   8,700   －  

(2）のれん   －   5,800  

(3）商標権   185   －  

(4）ソフトウェア   46,429   77,797  

(5）ソフトウェア仮勘定   12,390   －  

(6）電話加入権   361   361  

無形固定資産合計   68,066 1.6  83,958 2.0

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   766,496   130,000  

(2）関係会社株式   33,500   120,000  

(3）敷金 ※４  97,442   94,569  

(4）保険積立金   91,307   91,307  

(5）長期性預金   100,000   100,000  

(6）繰延税金資産   159,954   2,446  

(7）その他   7,058   9,777  

投資その他の資産合計   1,255,759 29.7  548,100 12.9

固定資産合計   1,357,941 32.1  664,423 15.6

資産合計   4,232,130 100.0  4,260,328 100.0
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金 ※４  287,070   273,292  

２　未払金   99,064   59,636  

３　未払法人税等   73,625   572  

４　未払消費税等   8,352   6,448  

５　前受金   ―   5,612  

６　預り金   5,275   4,973  

７　賞与引当金   551   358  

８　その他   12,260   70  

流動負債合計   486,199 11.5  350,964 8.2

Ⅱ　固定負債        

  　　預り敷金 ※４  49,967   49,967  

固定負債合計   49,967 1.2  49,967 1.2

負債合計   536,167 12.7  400,932 9.4

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  1,301,568 30.8  ― －

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   2,214,547   ―  

２　その他資本剰余金        

(1）資本準備金減少差益  171,129 171,129  ― ―  

資本剰余金合計   2,385,677 56.3  ― －

Ⅲ　利益剰余金        

　　当期未処分利益   480,416   ―  

利益剰余金合計   480,416 11.3  ― －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △177,821 △4.2  ― －

Ⅴ　自己株式 ※３  △293,877 △6.9  ― －

資本合計   3,695,963 87.3  ― －

負債・資本合計   4,232,130 100.0  ― －

 （純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 １　資本金   ― －  1,301,568 30.5

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  ―   2,214,547   

 (2）その他資本剰余金  ―   138,855   

 資本剰余金合計   ― －  2,353,402 55.2

３　利益剰余金        

 その他利益剰余金        

 繰越利益剰余金  ―   455,191   

 利益剰余金合計   ― －  455,191 10.7
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 ４　自己株式   ― －  △250,766 △5.8

  株主資本合計   ― －  3,859,396 90.6

純資産合計   ― －  3,859,396 90.6

 負債純資産合計   ― －  4,260,328 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,187,767 100.0  3,494,684 100.0

Ⅱ　売上原価   2,383,699 74.8  2,716,802 77.7

売上総利益   804,068 25.2  777,882 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　役員報酬  40,230   40,923   

２　給料手当  309,898   316,743   

３　法定福利費  39,194   41,111   

４　貸倒引当金繰入額  600   315   

５　賞与引当金繰入額  551   358   

６　減価償却費  20,133   28,649   

７　のれん償却額  ―   2,900   

８　地代家賃  42,118   52,898   

９　業務委託費  83,001   51,758   

10　その他  170,238 705,965 22.1 131,817 667,476 19.1

営業利益   98,102 3.1  110,405 3.2

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息・配当金 ※１ 18,289   23,628   

２　受取手数料 ※１ 5,800   10,100   

３　その他  1,259 25,348 0.8 3,027 36,755 1.0

Ⅴ　営業外費用        

　　自己株式取得手数料  245 245 0.0 ― ― －

経常利益   123,205 3.9  147,161 4.2

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  56,925   419,129   

２　固定資産売却益  ※２ 1,834   ―   

３　営業譲渡益  ― 58,760 1.8 6,185 425,315 12.2
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※３ 812   1,090   

２　事業所撤退費  ―   1,993   

３　営業権一時償却損 ※４ 20,200   ―   

４　和解金  ―   3,000   

５　過年度法人税延滞税、加
算税等

 ―   5,776   

６　投資有価証券評価損  80,729   ―   

７　投資有価証券売却損  ― 101,741 3.2 499,060 510,921 14.6

税引前当期純利益   80,223 2.5  61,555 1.8

法人税、住民税及び事業税  85,142   2,662   

過年度法人税、住民税及び
事業税

 ―   2,826   

法人税等調整額  △52,383 32,759 1.0 28,790 34,279 1.0

当期純利益   47,464 1.5  27,275 0.8

前期繰越利益   432,951   ―  

当期未処分利益   480,416   ―  

        

売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　媒体費  2,349,769 98.6 2,689,320 99.0

Ⅱ　外注費  33,929 1.4 26,616 1.0

Ⅲ　給与  ― ― 772 0.0

Ⅳ　法定福利費  ― ― 92 0.0

当期売上原価  2,383,699 100.0 2,716,802 100.0

      

　（注）　広告掲載枠数又はクリック数に応じて媒体に対して支払う媒体費を売上原価としております。　
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年３月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   480,416

Ⅱ　利益処分額    

配当金   52,500

Ⅲ　次期繰越利益   427,916

    

　（注）　期別欄の日付は株主総会承認日であります。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰

余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,214,547 171,129 2,385,677 480,416 480,416 △293,877 3,873,784

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― △52,500 △52,500 ― △52,500

当期純利益 ― ― ― ― 27,275 27,275 ― 27,275

自己株式の処分 ― ― △32,274 △32,274 ― ― 43,111 10,836

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― △32,274 △32,274 △25,224 △25,224 43,111 △14,387

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,301,568 2,214,547 138,855 2,353,402 455,191 455,191 △250,766 3,859,396

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（千円）

△177,821 △177,821 3,695,963

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― △52,500

当期純利益 ― ― 27,275

自己株式の処分 ― ― 10,836

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

177,821 177,821 177,821

事業年度中の変動額合計
（千円）

177,821 177,821 163,433

平成18年12月31日　残高
（千円）

― ― 3,859,396
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

決算末日の市場価格等に基づく時価

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

決算末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。

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

貯蔵品

総平均法による原価法を採用しておりま

す。

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

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　10～18年

工具器具及び備品５～20年

(1）有形固定資産

　　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　15～18年

工具器具及び備品５～20年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソ

フトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能見込期間（５

年）による定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

　　定額法を採用しております。なお、

　　ソフトウェア（自社利用分）につい

　　ては、社内における利用可能見込期

　　間（５年以内）による定額法を採用

　　しております。

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、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

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額基準により計

上しております。

(2）賞与引当金

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。

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

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更 

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（営業収益の会計処理）

　従来、販売費及び一般管理費に計上していた代理店手数

料及び販売促進費について、当事業年度より売上高から控

除する方法に変更しました。

　この変更は、代理店及び広告主等の売上先数の増加、取

扱商材の増加及び今後の事業展開を総合的に勘案し、経営

成績をより適切に開示するために行ったものであります。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、

売上高及び売上総利益が869,445千円減少いたしましたが、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は

ありません。

――――― 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

――――― （貸借対照表の純資産に部に関する会計基準等）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,859,396千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の財務諸表規則により作成しておりま

す。 　

――――― （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の一

部改正）

　当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改

正平成17年12月27日　企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第２号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（貸借対照表）

──────

（貸借対照表）

財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度より無形固定資

産に区分掲記されていた「営業権」は、「のれん」と表示

しております。

（損益計算書） 

「法定福利費」、「地代家賃」及び「業務委託費」は、前

事業年度まで、販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当事業年度において販売費及び

一般管理費の合計額の100分の5を超えたため区分掲記いた

しました。

なお、前事業年度における「法定福利費」の金額は29,159

千円、「地代家賃」の金額は32,299千円、「業務委託費」

の金額は68,205千円であります。 

（損益計算書） 

財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度より「減価償却

費」に含めて表示していた営業権償却費（前事業年度2,900

千円）は、「のれん償却額」に含めて表示しております。

追加情報 

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応

報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が10,581千円増加し、

営業利益、経常利益、税引前当期純利益が10,581千円減少

しております。

―――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 3,541千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額    9,345千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　　　　　　　───────

授権株式数 普通株式 335,440株

発行済株式総数 普通株式 89,545株

※３　自己株式 普通株式 2,045株  ※３　　　　　　　───────

※４　関係会社に対する資産及び負債 ※４　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

買掛金  42,560千円

預り敷金  49,967千円

買掛金       38,878千円

預り敷金 49,967千円

５　　　　　　　　　───── 　５　当座貸越契約に係る借入金未実行残高

　　　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行と当座貸越契約を締結しており

　　　ます。

　　　当事業年度における当座貸越契約に係る借入

　　　金未実行残高は次のとおりであります。

　　　当座貸越極度額

　　　借入実行残高

     500,000千円

     －千円

　　　差引額 500,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※１　関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

受取利息 6,464千円

受取手数料 4,700千円

受取利息 6,570千円

受取手数料 9,300千円

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　───────　

ソフトウェア 1,834千円

  

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 812千円 ソフトウェア 905千円

商標権 185千円

固定資産除却損合計 1,090千円

 ※４　営業権一時償却損は、営業権の資産性を評価し、一

　　 　時に償却したものであります。

 ※４　　　　　　　　───────　
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式（注） 2,045 － 300 1,745

合計 2,045 － 300 1,745

 （注）　普通株式の自己株式数の減少300株は、ストックオプションの権利行使により自己株式を充当したことによる

ものであります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  

工具器具及

び備品

（千円）

 
ソフトウェ

ア（千円）
 

合計

（千円）

取得価額相当額 31,911 3,859 35,771

減価償却累計額

相当額
16,931 2,830 19,761

期末残高相当額 14,980 1,029 16,010

  

工具器具及

び備品

（千円）

 
ソフトウェ

ア（千円）
 

合計

（千円）

取得価額相当額 18,731 3,859 22,590

減価償却累計額

相当額
8,550 3,602 12,152

期末残高相当額 10,180 257 10,437

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,825千円

１年超 10,632千円

合計 16,458千円

１年内   3,751千円

１年超       6,881千円

合計   10,632千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 10,454千円

減価償却費相当額 9,400千円

支払利息相当額 427千円

支払リース料     5,519千円

減価償却費相当額      5,207千円

支払利息相当額   258千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 2,492千円

１年超 6,231千円

合計 8,723千円

１年内      2,492千円

１年超      3,738千円

合計     6,231千円

 

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

②　有価証券

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18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

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）  

その他有価証券評価差額金 121,995千円

投資有価証券評価損 32,848千円

未払事業税 8,341千円

減価償却超過額 6,720千円

未払事業所税  519千円

貸倒引当金超過額 433千円

その他 360千円

繰延税金資産合計 171,219千円

繰延税金資産の純額 171,219千円

（繰延税金資産）  

繰越欠損金 17,804千円

減価償却超過額  2,346千円

貸倒引当金超過額      540千円

未払事業所税   532千円

その他 245千円

繰延税金資産合計   21,470千円

（繰延税金資産）  

未払事業税  1,036千円

繰延税金負債合計  1,036千円

繰延税金資産の純額   20,434千円

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

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

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 0.94％

受取配当等益金不算入額 △1.07％

住民税均等割 4.71％

情報通信機器等特別控除 △3.66％

その他 △0.79％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.83％

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 3.45％

受取配当等益金不算入額 △0.69％

住民税均等割 4.33％

過年度法人税等 　8.38％

その他 △0.46％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　55.69％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 42,239円58銭

１株当たり当期純利益 538円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 535円78銭

１株当たり純資産額     43,956円68銭

１株当たり当期純利益 310円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  310円74銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 47,464 27,275

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） 47,464 27,275

普通株式の期中平均株式数（株） 期中平均発行済株式数 89,545

期中平均自己株式数 △1,424

期中平均株式数 88,121

期中平均発行済株式数 89,545

期中平均自己株式数 △1,836

期中平均株式数 87,709

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円）     ――――― ――――― 

普通株式増加額（株） 469 69

（うち自己株式取得方式によるストック

オプション（株））
(113) (10)

（うち新株予約権（株）） (356) (59)

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

株主総会の特別決議日

①平成16年３月19日

（新株予約権1,430個）

②平成17年３月24日

（新株予約権106個）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ストックオプションとしての新株予約権付与の件

　当社は、平成18年２月24日開催の取締役会決議により、

　平成17年３月24日開催の第６期定時株主総会で承認され

　ました商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づ

　きストックオプションとして発行する新株予約権の付与

　について、具体的な発行内容を確定いたしました。

①新株予約権の発行日

　平成18年３月７日

②新株予約権の発行数

　259個（新株予約権１個につき１株）

③新株予約権の発行価額

　無償で発行する。

④新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式　259株

⑤新株予約権の行使に際しての払込金額

　１株当たり　136,000円

⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

　35,224,000円

⑦新株予約権の行使期間

　平成19年４月１日から平成24年３月31日まで

⑧新株予約権の行使の条件

イ）新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の

    取締役、監査役又は従業員であることを要する。

ロ）新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めら

　　れない。

ハ）その他の条件は、当社と対象者との間で締結する「新

　　株予約権割当契約」の定めるところによる。

⑨新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券

の発行価額のうちの資本組入額

　１株当たり　68,000円

⑩新株予約権の譲渡に関する事項

　本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要す

る。

⑪付与対象者の区分及び人数

　当社従業員　60名

 

──────

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（平成19年３月20日予定）

　　①退任予定取締役

       現　取締役会長　　西山　裕之

       現　取締役　　　　日沼　　徹

　　②異動予定取締役

       取締役会長　　　　熊谷　正寿　（現　取締役）

       専務取締役　　　　薛　　仁興　（現　常務取締役）
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