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平成１８年６月期  個別中間財務諸表の概要          
 
                                    平成１８年３月２４日 

上場会社名  株式会社アルペン                                上場取引所 東・名 
コード番号  3028                                                本社所在都道府県  愛知県 

（ＵＲＬ http://www.alpen-group.jp/） 

代表者      役職名 代表取締役社長     氏名  水野 泰三 

問合せ先責任者  役職名 専務取締役管理本部長  氏名  安藤 勝英                      ＴＥＬ（052）583－6320 

中間決算取締役会開催日   平成18年2月8日                中間配当制度の有無   有  

                                             単元株制度採用の有無  有（１単元100株） 

 １．１７年１２月中間期の業績（平成１７年７月１日～平成１７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 ％ 

平成17年12月中間期 80,005 14.2 4,935 268.7 5,205 146.9 

平成16年12月中間期 70,030 ― 1,338 ― 2,108 ― 

   平成17年 6月期 155,850 8,108 9,083  

  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円 ％            円 銭

平成17年12月中間期 2,727 122.0 86.61

平成16年12月中間期 1,228 ― 243.36

   平成17年 6月期 4,358 856.21

(注)１．期中平均株式数  平成17年12月中間期   31,488,000株  平成16年12月中間期  5,048,000株  平成17年 6月期   5,055,671株 

   ２．会計処理方法の変更       有 

   ３．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

 （２）配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

 円 銭 円 銭

平成17年12月中間期 0.0 ―

平成16年12月中間期 0.0 ―

   平成17年 6月期 ― 20.0

   

 （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

平成17年12月中間期 147,701 43,410 29.4 1,378,63

平成16年12月中間期 143,567 35,814 24.9 7,094.80

   平成17年 6月期 134,764 40,783 30.3 7,765.44

(注)期末発行済株式数 平成17年12月中間期 31,488,000株  平成16年12月中間期 5,048,000株   平成17年 6月期  5,248,000株 

 

 ２．１８年６月期の業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

１株当たり年間配当額
 

売上高 経常利益 当期純利益 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭    円 銭

通   期 170,654 12,714 6,873 20.00 20.00

  (参考) １株当たり予想当期純利益(通期)    174円 05銭 

      (注) １株当たり予想当期純利益(通期)は、公募株式数(8,000,000株)を含めた期末予定発行済株式数 39,488,000株により算出しております。 

 

※業績予想につきましては発表日現在のデータ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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６．個別中間財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※3 16,892 10,802 8,137 

２．売掛金  4,121 5,019 3,229 

３．たな卸資産  43,076 45,634 39,200 

４．繰延税金資産  678 1,032 948 

５．その他  3,753 3,236 2,748 

  貸倒引当金  ― ― ― 

流動資産合計   68,521 47.7 65,725 44.5  54,263 40.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※1,3 16,079 18,650 16,978 

(2) 構築物 ※1 1,193 1,335 1,267 

(3) 機械装置 ※1 624 555 515 

(4) 船舶航空機 ※1 8 78 201 

(5) 車両運搬具 ※1 49 43 48 

(6) 工具器具備品 ※1 396 577 450 

(7) 土地 ※3 18,476 17,547 17,899 

(8) その他  242 912 1,155 

    計  37,071 39,700 38,517 

２．無形固定資産  442 406 427 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  64 113 61 

(2) 関係会社株式  5,593 5,542 5,542 

(3) 繰延税金資産  2,415 2,798 2,903 

(4) 差入保証金等  24,527 25,282 25,141 

(5) 賃貸用固定資産 ※2,3 2,768 2,718 2,733 

(6）その他  2,426 5,724 5,486 

貸倒引当金  △262 △310 △314 

     計  37,531 41,869 41,555 

固定資産合計   75,045 52.3 81,976 55.5  80,500 59.7

資産合計   143,567 100.0 147,701 100.0  134,764 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  19,729 9,493 15,993 

２．買掛金 ※3 17,052 24,992 14,734 

３．短期借入金  12,000 7,000 8,500 

４．１年以内返済予定 
  長期借入金 

※3 12,228 11,309 11,926 

５．１年以内償還予定
社債 

 1,100 2,400 2,100 

６．未払金  ― 10,289 4,834 

７．未払法人税等  1,243 2,752 3,788 

８．賞与引当金  242 260 202 

９．役員賞与引当金  ― 15 ― 

10．ポイント値引 
引当金 

 553 1,178 830 

11．設備支払手形  759 954 2,417 

12．その他 ※5 7,403 1,872 1,901 

流動負債合計   72,313 50.4 72,517 49.1  67,229 49.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債  5,300 4,900 3,750 

２．長期借入金 ※3 18,093 16,384 11,785 

３．預り保証金  5,977 4,306 4,908 

４．役員退職慰労 
引当金 

 504 511 513 

５．退職給付引当金  2,870 3,331 3,214 

６．転貸損失引当金  354 265 311 

７．事業再生損失 
引当金 

 1,145 1,260 1,198 

８．その他  1,193 814 1,070 

固定負債合計   35,438 24.7 31,773 21.5  26,751 19.9

負債合計   107,752 75.1 104,291 70.6  93,980 69.8
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   473 0.3 1,393 0.9  1,393 1.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  3,724 4,644 4,644 

資本剰余金合計   3,724 2.6 4,644 3.1  4,644 3.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  50 50 50 

２．任意積立金    

 (1) 別途積立金  10 10 10 

３．中間（当期）未処
分利益 

 31,528 37,254 34,658 

利益剰余金合計   31,588 22.0 37,314 25.3  34,718 25.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  28 0.0 57 0.0  26 0.0

資本合計   35,814 24.9 43,410 29.4  40,783 30.2

負債資本合計   143,567 100.0 147,701 100.0  134,764 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※8  70,030 100.0 80,005 100.0  155,850 100.0

Ⅱ 売上原価 ※8  41,968 59.9 47,115 58.9  92,733 59.5

売上総利益   28,062 40.1 32,890 41.1  63,117 40.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※8  26,723 38.2 27,954 34.9  55,009 35.3

営業利益   1,338 1.9 4,935 6.2  8,108 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  1,695 2.4 1,394 1.7  2,746 1.7

Ⅴ 営業外費用 ※2  925 1.3 1,125 1.4  1,771 1.1

経常利益   2,108 3.0 5,205 6.5  9,083 5.8

Ⅵ 特別利益 ※3  424 0.6 399 0.5  1,088 0.7

Ⅶ 特別損失 
※

4,5,7
 373 0.5 227 0.3  1,893 1.2

税引前中間（当
期）純利益 

  2,159 3.1 5,376 6.7  8,278 5.3

法人税、住民税及
び事業税 

 1,266 2,649 5,012 

法人税等調整額  △335 930 1.3 0 2,649 3.3 △1,092 3,919 2.5

中間（当期）純利
益 

  1,228 1.8 2,727 3.4  4,358 2.8

前期繰越利益   30,299 34,527  30,299

中間（当期）未処
分利益 

  31,528 37,254  34,658
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(1）有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式

  総平均法による原価法によっ

ております。 

(1)有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式

    同左 

(1)有価証券 

 ①子会社株式及び関連会社株式

  同左 

 ②その他有価証券 

 (A)時価のあるもの 

 中間決算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

総平均法により算定)によってお

ります。 

 (B)時価のないもの 

 総平均法による原価法によって

おります。 

 ②その他有価証券 

 (A)時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

 (B)時価のないもの 

   同左 

 ②その他有価証券 

 (A)時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は総平

均法により算定)によっておりま

す。 

 (B)時価のないもの 

  同左 

(2）デリバティブ 

 時価法によっております。 

 但し、特例処理の要件を満たす

金利スワップ及び金利オプション

については時価評価せず、その金

銭の受払いの純額を金利変換の対

象となる負債に係る利息に加減し

て処理しております。 

(2）デリバティブ 

    同左 

(2）デリバティブ 

    同左 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(3)たな卸資産 

 移動平均法による低価法によっ

ております。 

(3)たな卸資産 

    同左 

(3)たな卸資産 

    同左 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。 

 但し、平成10年4月1日以後取得

の建物(建物附属設備除く)は定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

であります。 

 建物        31年～34年

 構築物      10年～20年

 機械装置     12年～17年

 また、当社は定期に基づく借地権

上の建物については耐用年数を借

地期間、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 なお、上記に係る耐用年数は15

年～20年であります。 

(1)有形固定資産 

    同左 

(1)有形固定資産 

    同左 

(2)無形固定資産 

 定額法によっております。 

 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期間

(5年)に基づく定額法によっており

ます。 

(2)無形固定資産 

  同左 

(2)無形固定資産 

  同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(3)長期前払費用 

 定額法によっております。 

(3)長期前払費用 

  同左 

(3)長期前払費用 

  同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(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 

(1)貸倒引当金 

  同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担分を計上しております。

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担分を計上しております。

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担分

を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

 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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

(1,492百万円)については、5年に

よる均等額を費用処理しておりま

す。 

 また、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(10年)による定額法

により発生の翌事業年度から費用

処理しております。 

(3)退職給付引当金 

 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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(10年)による定額法

により発生の翌事業年度から費用

処理しております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 なお、会計基準変更時差異

(1,492百万円)については、5年に

よる均等額を費用処理しておりま

す。 

 また、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定額

法により費用処理しております。

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数(10年)による定額法

により発生の翌事業年度から費用

処理しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

  同左 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

(5)転貸損失引当金 

 店舗転貸契約の残存期間に発生

する損失に備えるため、支払義務

のある賃料総額から転貸による見

込賃料収入総額を控除した金額を

計上しております。 

(5)転貸損失引当金 

 同左 

(5)転貸損失引当金 

 同左 

３．引当金の計上基準 

(6)ポイント値引引当金 

   ポイントカードにより顧客に

付与されたポイントの利用による

売上値引に備えるため、当中間会

計期間末において将来利用される

と見込まれる額を計上しておりま

す。 

(6)ポイント値引引当金 

   同左 

(6)ポイント値引引当金 

 ポイントカードにより顧客に付

与されたポイントの利用による売

上値引に備えるため、当事業年度

末において将来利用されると見込

まれる額を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

(7)事業再生損失引当金 

 ゴルフ場事業を営む子会社の再

生による損失に備えるため、再生

損失予想額を計上しております。

(7)事業再生損失引当金 

 同左 

(7)事業再生損失引当金 

 同左 

 
(8)役員賞与引当金 

  ― 

(8)役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度末における年間支給見

込額に基づき当中間会計期間にお

いて負担すべき額を計上しており

ます。  

(8)役員賞与引当金 

  ― 

４．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   同左 

５．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

 また、金利スワップ及び金利オ

プションについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段   ヘッジ対象 

 金利スワップ  借入金利息 

金利オプション   借入金利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ及び金利

オプション取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約毎に行

っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有

効性を評価しております。 

 ただし、特例処理によっている金

利スワップ及び金利オプションに

ついては、有効性の評価を省略し

ております。 

 ①ヘッジ会計の方法 

 同左 

 

 

 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 

 

 ③ヘッジ方針 

 同左 

 

 

  

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

 ①ヘッジ会計の方法 

 同左 

 

 

 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 

 

 ③ヘッジ方針 

 同左 

 

 

  

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

６．その他中間財務諸表（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 

(1)消費税等の会計処理 

  同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

 

 

― 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、｢役員賞与に関する

会計基準｣（企業会計基準第４号 平成17年11

月29日）を適用しております。これにより営

業利益、経常利益、税引前中間純利益がそれ

ぞれ15百万円減少しております。 

 

 

― 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

 

 

 

― 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間まで、流動負債の｢その他｣に含めて表示しており

ました「未払金」は、負債及び資本の合計額の100分の5を超えたた

め区分掲記いたしました。 

 なお、前中間会計期間末における「未払金」の金額は5,789百万

円であります。 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

（中間損益計算書関係） 

｢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、当中間会計期間から

｢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81

百万円増加し、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が同額減少しておりま

す。 

(中間貸借対照表関係） 

 当中間会計期間より債務引受型一括決済方

式によったため、従来の支払手形発行によ

り決済する方式から支払手形と同様の期日

条件で現金決済する方式に変更しておりま

す。さらに期日前支払分は買掛金から未払

金へ振替えております。 

 この変更に伴い、従来の方式によった場合

に比較して支払手形残高は9,369百万円減少

し、未払金残高は4,767百万円増加し、買掛

金は差額の4,602百万円増加しております。

（損益計算書関係） 

 ｢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193百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が同額減少しております。 
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  注記事項 

   (中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年 6月30日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

              16,597百万円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

                         17,810百万円

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

                         17,333百万円

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

               3,917百万円 

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

                           4,207百万円

※2.賃貸用固定資産の減価償却累計額 

                           3,976百万円

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

 a.担保に供している資産 

   (預金)          200百万円 

   (建物)         2,323百万円 

   (土地)        12,248百万円 

   (賃貸用固定資産)    1,009百万円 

      (合計)     15,781百万円 

 b.担保付債務 

   (買掛金)         115百万円 

   (長期借入金)     23,425百万円 

       (1年以内返済予定額を含む)   

      (合計)     23,540百万円 

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

 a.担保に供している資産 

   (預金)          200百万円 

   (建物)        1,886百万円 

   (土地)        11,470百万円 

   (賃貸用固定資産)    992百万円 

      (合計)     14,549百万円 

 b.担保付債務 

   (買掛金)        115百万円 

   (長期借入金)     21,792百万円 

       (1年以内返済予定額を含む)   

            (合計)     21,907百万円 

※3.担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産と、これに対応する

債務は次の通りであります。 

 a.担保に供している資産 

   (預金)            200百万円

   (建物)         1,948百万円

   (土地)        11,675百万円

   (賃貸用固定資産)     995百万円

      (合計)     14,818百万円

 b.担保付債務 

   (買掛金)         115百万円

   (長期借入金)     19,441百万円

       (1年以内返済予定額を含む)   

           (合計)     19,556百万円

4.保証債務 

 以下の関係会社等について、金融機関から

の借入、仕入債務及びリース債務に対し債務

保証を行っております。 

（保証金額） 

 ㈱ジャパーナ         786百万円

（仕入債務） 

 ㈱アルペントラベル企画     20百万円

（仕入債務） 

 ㈱ロイヤルヒルズ       376百万円

（リース債務) 

 ゴルフ会員権提携ローン利用者  

 （借入金）            0百万円 

      （合計）     1,184百万円 

 尚、保証金額には以下の外貨建保証額が

含まれております。 

 ＵＳドル 6,246千ドル 

               （円換算額 657百万円） 

 ユーロ     210千ユーロ 

                 （円換算額  30百万円） 

4.保証債務 

 以下の関係会社等について、金融機関から

の借入、仕入債務及びリース債務に対し債務

保証を行っております。 

（保証金額） 

 ㈱ジャパーナ        1,206百万円

（仕入債務） 

 ㈱アルペントラベル企画     31百万円

（仕入債務） 

 ㈱ロイヤルヒルズ       328百万円

（リース債務)                          

      （合計）     1,566百万円 

 尚、保証金額には以下の外貨建保証額が

含まれております。 

 ＵＳドル 9,442千ドル   

               （円換算額 1,124百万円）

 ユーロ     156千ユーロ 

               （円換算額    22百万円）

4.保証債務               

 以下の関係会社等について、金融機関から

の借入、仕入債務及びリース債務に対し債務

保証を行っております。 

（保証金額） 

 ㈱ジャパーナ              1,176百万円

（仕入債務） 

 ㈱アルペントラベル企画        34百万円

（仕入債務） 

 ㈱ロイヤルヒルズ             304百万円

（リース債務） 

 ゴルフ会員権提携ローン利用者        

       （借入金）               0百万円  

      （合計）       1,515百万円

 尚、保証金額には以下の外貨建保証額が

含まれております。 

 ＵＳドル   7,411千ドル 

                （円換算額 812百万円）

※5.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債のその他で表示しております。 

※5.消費税等の取扱い 

   同左 

※5.   

      ― 

 6.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５行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

 当中間会計期間末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残

高等は次の通りであります。 

  当座貸越極度額及び貸出コミットメント

の総額                 18,000百万円 

  借入実行残高        12,000百万円 

        差引額         6,000百万円 

 6.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５行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

 当中間会計期間末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実行残

高等は次の通りであります。 

  当座貸越極度額及び貸出コミットメント

の総額                  17,000百万円

  借入実行残高         7,000百万円

        差引額        10,000百万円

  6.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５行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。 

 当事業年度末における当座貸越契約及び

貸出コミットメントに係る借入金未実行残

高等は次の通りであります。 

  当座貸越極度額及び貸出コミットメント

の総額                  16,500百万円

   借入実行残高     8,500百万円

        差引額        8,000百万円
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 (中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

※1.営業外収益の主要項目 

 受取利息           98百万円 

 受取配当金          510百万円 

 不動産賃貸収入        631百万円 

※1.営業外収益の主要項目 

 受取利息           125百万円

 不動産賃貸収入        920百万円

 雑収入            348百万円

※1.営業外収益の主要項目 

受取利息           203百万円 

受取配当金          510百万円 

不動産賃貸収入       1,240百万円 

その他営業外収入             790百万円 

※2.営業外費用の主要項目 

 支払利息           359百万円 

 不動産賃貸費用         461百万円 

 

 

※2.営業外費用の主要項目 

 支払利息           260百万円

 不動産賃貸費用        772百万円

※2.営業外費用の主要項目 

支払利息           610百万円 

不動産賃貸費用        964百万円 

※3.特別利益の主要項目 

 預り保証金償還益        409百万円 

 

※3.特別利益の主要項目 

 預り保証金償還益       267百万円

 固定資産売却益               128百万円

※3.特別利益の主要項目 

預り保証金償還益       938百万円 

※4.特別損失の主要項目 

 減損損失                     73百万円 

 関係会社株式評価損          80百万円 

 事業再生損失引当金繰入      45百万円 

※4.特別損失の主要項目 

 固定資産売却損                39百万円

 店舗解約損                    97百万円

 転貸損失引当金繰入           22百万円

事業再生損失引当金繰入        62百万円

※4.特別損失の主要項目 

減損損失           957百万円 

関係会社株式評価損      80百万円 

事業再生損失引当金繰入    98百万円 

※5.減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループにおいて減損損失を計上いたしま

した。 

場所 用途 種類 

アルペン刈谷店 

他 

(愛知県刈谷市) 

販売用

店舗 

建物附属 

構築物 等 

当社は、減損の兆候を判定するに当たって

は、原則として店舗資産単位を資産グループ

としてグルーピングしております。 

 当社は、当中間会計期間において、店舗資

産について収益性の低下または土地の著しい

下落等により店舗資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失(73

百万円)として特別損失に計上しました。そ

の内訳は、建物 30百万円、構築物 4百万

円、差入保証金 39百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、土地につい

ては公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定

する場合の将来キャッシュ・フローの割引率

は5％であります。 

※5. 

― 

※5.減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループにおいて減損損失を計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 

スポーツデポ 

尼崎道意店 他 

(兵庫県尼崎市) 

販売用 

店舗 

土地、建物

構築物 等

 当社は、減損の兆候を判定するに当たって

は、原則として店舗資産単位を資産グループ

としてグルーピングしております。 

 当社は、当事業年度において、店舗資産に

ついて収益性の低下または土地の著しい下落

等により店舗資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失(957百万

円)として特別損失に計上しました。その内

訳は、土地323百万円、建物554百万円、構築

物 56百万円、賃貸用固定資産 16百万円、長

期前払費用 6百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、土地につい

ては公示価格により評価しております。 

 また、使用価値により回収可能価額を測定

する場合の将来キャッシュ・フローの割引率

は5％であります。 
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前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30日） 

 6.減価償却実施額 

  有形固定資産        902百万円 

  無形固定資産         49百万円 

 6.減価償却実施額 

  有形固定資産       1,179百万円

  無形固定資産         39百万円

 6.減価償却実施額 

 有形固定資産        2,296百万円

 無形固定資産          92百万円

※7. 

― 

※7. 

― 

※7.前期損益修正損は、機械装置の耐用年数

修正にともなう過年度償却不足額216百万円

と、店舗権利金の過年度償却不足額等67百万

円であります。 

※8.当社の売上高は、上半期に比べて下半期

の割合が大きく、また営業費用について、下

半期に比べて上半期の割合が大きいため、上

半期と下半期の業績に季節的変動がありま

す。 

※8. 同左 ※8 

― 
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 (リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 7月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年 7月 1日 
至 平成17年 6月30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、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(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

及び中間期末残高相当額 

(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 

 

取得価 

額相当

額 

(百万

円) 

減価償

却累計

額 

相当額 

(百万

円) 

減損損

失累計

額 

相当額

(百万

円) 

中間期

末残高

相当額 

(百万

円) 

構築

物 
1 1 ― 0 

機械 

装置 
582 254 ― 327 

車両 

運搬

具 

7 6 ― 1 

工具

器具

備品 

9,019 4,694 219 4,105 

無形

固定

資産 

303 198 ― 104 

合計 9,914 5,156 219 4,538 

 

 

取得価

額相当

額 

(百万

円) 

減価償

却累計

額 

相当額

(百万

円) 

減損損

失累計

額 

相当額

(百万

円) 

中間期

末残高

相当額

(百万

円)

構築

物 
― ― ― ―

機械

装置
555 303 ― 251

車両

運搬

具 

― ― ― ―

工具

器具

備品

9,538 4,688 120 4,729

無形

固定

資産

192 123 ― 68

合計 10,285 5,115 120 5,049

 

 

取得価 

額相当

額 

(百万

円) 

減価償

却累計

額 

相当額 

(百万

円) 

減損損

失累計

額 

相当額

(百万

円) 

中間期

末残高

相当額

(百万

円)

構築

物 
― ― ― ―

機械

装置
582 294 ― 288

車両

運搬

具 

― ― ― ―

工具

器具

備品

9,756 4,987 165 4,603

無形

固定

資産

306 214 ― 91

合計 10,646 5,496 165 4,983

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

１年内 1,829百万円

１年超 3,073百万円

合計 4,902百万円
  

 
１年内 1,621百万円

１年超 3,670百万円

合計 5,292百万円
 

 
１年内 1,734百万円

１年超 3,548百万円

合計 5,282百万円
 

    リース資産減損勘定の残高  219百万円     リース資産減損勘定の残高  120百万円     リース資産減損勘定の残高  165百万円

(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 1,061百万円

リース資産減損勘定 

の取崩額 
53百万円

減価償却費相当額 971百万円

支払利息相当額 82百万円

減損損失 ―百万円
 

(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 1,114百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
45百万円

減価償却費相当額 1,029百万円

支払利息相当額 74百万円

減損損失 ―百万円
 

 (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 2,140百万円

リース資産減損勘定 

の取崩額 
107百万円

減価償却費相当額 1,963百万円

支払利息相当額 161百万円

減損損失 ―百万円
 

(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 (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 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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

相当額と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。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
 

１年内 414百万円 

１年超 663百万円 

合計 1,077百万円 
  

 
１年内 108百万円

１年超 909百万円

合計 1,017百万円
  

 
１年内 395百万円

１年超 622百万円

合計 1,017百万円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月31日現在) 

           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。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月31日現在) 

           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。 

 

前事業年度末(平成17年6月30日現在) 

           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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   (１株当たり指標遡及修正値) 

個別中間財務諸表の概要に記載されている１株当たり指標を平成 17 年 12 月中間期の数値を基準として、こ

れまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりになります。 

平成 18 年 6 月期 平成 17 年 6 月期  

中 間 中 間 期 末 

  円 銭 円 銭 円 銭 

１株当たり中間(当期)純利益 86.61 40.56 142.70 

１株当たり中間配当金(配当金) 0.00 0.00 3.33 

１株当たり株主資本 1,378.63 1,182.47 1,294.24 

      (注）平成 17 年 12 月中間期に株式分割を実施 

       効力発生日 平成 17 年 9月 28 日に１：６の株式分割 
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(１株当たり情報) 

      中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 (重要な後発事象) 

 前中間会計期間(平成16年7月1日から平成16年12月31日まで) 

     該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間(平成17年7月1日から平成17年12月31日まで) 

 １．当社は平成18年3月24日付をもって株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所第一部へ株

式を上場しました。 

  この株式上場にあたり、平成18年2月20日及び平成18年3月3日開催の取締役会において、下記のとおり新

株式の発行を決議し、平成18年3月23日に払込が完了しました。この結果、平成18年3月23日付で資本金は

13,633百万円、発行済株式総数39,488,000株となっております。 

 (1)公募による新株式の発行 

①募集方法            一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

②発行する株式の種類及び数    普通株式 8,000,000株 

③発行価格  1株につき4,000円 一般募集はこの価格にて行いました。  

④引受価額  1株につき3,800円 この価額は当社が引受人より1株当りの新株式払込金として受け取っ

た金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取額とな

ります。 

⑤発行価額  １株につき3,060円（資本組入額1,530円） 

⑥発行価額の総額  24,480百万円 

⑦払込金額の総額  30,400百万円 

⑧資本組入額の総額 12,240百万円 

⑨申込期間    自 平成18年3月16日   至 平成18年3月22日 

⑩払込期日   平成18年3月23日 

⑪配当起算日 平成18年1月 1日 

⑫資金の使途 設備投資及び借入金返済 

 

(2)株式の売出し 

①売出株式数    引受人の買受引受による売出し      普通株式   4,000,000株 

                オーバーアロットメントによる売出し  普通株式   1,000,000株 

②売出価格       4,000円 

③売出価格の総額  20,000百万円    

④申込期間    自 平成18年3月16日   至 平成18年3月22日 

⑤受渡期日  平成18年3月24日 

 

 ２．平成18年2月20日及び平成18年3月3日開催の取締役会において、前記のオーバーアロットメントによる

売出しに関連して、第三者割当による新株の発行を次のとおり決議しました。 

（第三者割当による新株式の発行） 

①発行する株式の種類及び数   普通株式 1,000,000株 

②発行価額 1株につき3,060円（資本組入額1,530円） 

③発行価額の総額   3,060百万円 

④資本組入額の総額   1,530百万円 

⑤割当先及び割当株式数  大和証券エスエムビーシー株式会社  1,000,000株    

⑥払込期日  平成18年4月25日 

⑦配当起算日 平成18年1月 1日 

⑧資金の使途 運転資金 
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 前事業年度(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで) 

  当社は、平成17年9月7日開催の取締役会決議に基づき下記のとおり株式分割を実施いたしました。 

  １．平成17年9月28日付をもって平成17年9月26日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株

に付き6株の割合をもって分割する。 

  ２．分割により増加する株式数   普通株式  26,240,000株 

  ３．配当起算日          平成17年7月1日 

 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

前事業年度 
(自 平成15年7月 1日 

  至 平成16年6月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年7月 1日 

  至 平成17年6月30日) 

１株当たり純資産額 1,144円62銭
 

１株当たり純資産額 1,294円24銭
 

１株当たり当期純損失 165円69銭
 

１株当たり当期純利益 142円70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、当期純損失が計上されており、また潜在株式が存

在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。 
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(2)【その他】 

 重要な訴訟事件等 

 平成14年12月26日に当社に対して、大成建設㈱よりテクニカルセンターミタケ調整池工事代金精算金62百万

円、非公共用飛行場建設に係る開発申請等費用7百万円の支払い請求と、みずなみカントリー倶楽部入会保証

金63百万円の返還請求を受け、現在係争中であります。 




