
平成18年３月期 個別財務諸表の概要

上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

本社所在都道府県 神奈川県

( U R L  http://www.bstem.co.jp/)
代表取締役社長
鴻       義 久
経理部  部長
広 瀬  幹 夫 Ｔ Ｅ Ｌ

決算取締役会開催日 平成18年５月10日 中間配当制度の有無
配当支払開始予定日 平成18年６月30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日
単元株制度採用の有無

有  （１単元1,000株） ・  無

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
（１） 経営成績
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（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 円 93 銭 (18年３月期末発行済株式数4,776,883株で算出）

予想数値の前提条件等に関する注記

のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の５頁（次期の見通し）を参照してください。

有   ・   無

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不

要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想

代 表 者
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（１）

百万円

3,470

（３）財政状態

5

確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々な

100 5 10 00通          期 12,300 230

百万円 銭
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百万円

中    間   期 6,000 35

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19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

29,216
（注） 1. 期末発行済株式数 18年３月期 4,812,247 17年３月期

        2. 期末自己株式数 18年３月期 35,364 17年３月期

4,812,247

68.4

17年３月期 7,904 3,340
18年３月期 7,719

42.3
44.9

17年３月期 5

726

総    資    産 株  主  資  本
百万円 百万円

株主資本比率

18年３月期 5 5 50.34710
5 4710

17年３月期
      ２．会計処理の方法の変更

18年３月期 4,779,535

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 配 当 金 総 額

（２）配当状況

百万円

中    間 期    末 （ 年 間 ）

17年３月期 69 （   23.7） 14

      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

4,786,993

87 2.8 3.619
2.661 2.1 3.9

18年３月期 95 （   35.8）
百万円 円 ％

14.9 307

株 主 資 本総 資 本

18.5

当期純利益率 経 常 利 益 率
売 上 高
経 常 利 益 率

当  期  純  利  益
１ 株 当 た り潜在株式調整後
当 期 純 利 益 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益

17年３月期 11,734 （     0.9 227

営    業    利    益 経    常    利    益
％

18年３月期 11,857 （     1.0 221 △3.0 279 △9.3

問い合わせ先

売        上        高

役 職 名
氏 名

氏 名
責任者役職名

平成18年5月10日

会 社 名 株式会社 ハリマビステム

2.4

有   ・   無

（記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。）

コ ー ド番号

（ ０ ４ ５ ） ３ １ １－ ６ ２ ４ １

9 7 8 0

株 主 資 本

698

配 当 率

41

１株当たり株主資本

銭

40

1.4
1.4

配 当 性 向

―29 ―



ファイル名:100_0697800651806 更新日時:2006/05/08 10:11 印刷日時:06/05/09 11:17 

― 30 ― 

  個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  2,169,023 1,972,458   △196,564

 ２ 受取手形  ― 401   401

 ３ 売掛金 ※４ 1,210,649 1,283,367   72,717

 ４ 貯蔵品  16,718 14,104   △2,614

 ５ 前払費用  56,535 51,739   △4,796

 ６ 繰延税金資産  101,179 88,950   △12,229

 ７ 未収入金  53,941 55,588   1,647

 ８ 短期貸付金 ※１ 22,534 11,575   △10,959

 ９ その他 

  10  貸倒引当金 
 

11,348

―

13,583

△513
  

2,235

△513

  流動資産合計  3,641,929 46.1 3,491,255 45.2  △150,674

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※１ 1,144,349 1,133,479  △10,870 

    減価償却累計額  462,455 681,894 469,968 663,511  7,512 △18,382

  (2) 構築物  18,940 18,940  ― 

    減価償却累計額  10,639 8,300 12,003 6,936  1,363 △1,364

  (3) 船舶  40,000 40,000  ― 

    減価償却累計額  38,000 2,000 38,000 2,000  ― ―

  (4) 工具器具備品  81,864 78,990  △2,873 

    減価償却累計額  70,013 11,850 69,641 9,349  △372 △2,501

  (5) 土地 ※１ 702,300 544,840   △157,460

  (6) 建設仮勘定  16,460 ―   △16,460

   有形固定資産合計  1,422,805 18.0 1,226,637 15.9  △196,167

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウエア  160 ―   △160

  (2) 電話加入権  13,493 13,493   ―

   無形固定資産合計  13,653 0.2 13,493 0.2  △160

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※１ 695,073 854,625   159,551

  (2) 関係会社株式 ※１ 268,600 271,600   3,000

  (3) 出資金  9,928 9,908   △19

  (4) 関係会社出資金  49,422 49,422   ―

  (5) 長期貸付金 ※１ 49,000 64,007   15,007

  (6) 従業員に対する長期貸付金  2,315 1,732   △583

  (7) 関係会社長期貸付金 ※１ 108,000 100,500   △7,499

  (8) 破産更生債権等  30,676 31,104   428

  (9) 長期前払費用  54,636 73,313   18,676

  (10) 繰延税金資産  93,021 28,369   △64,651

  (11) 保険積立金  1,145,520 1,182,207   36,687

  (12) 会員権 ※１ 110,492 102,492   △8,000

  (13) 保証金 ※１ 330,878 329,715   △1,162

  (14) その他  7,754 15,817   8,063

  (15) 貸倒引当金  △129,046 △126,413   2,632

   投資その他の資産合計  2,826,273 35.7 2,988,403 38.7  162,130

  固定資産合計  4,262,732 53.9 4,228,534 54.8  △34,197

  資産合計  7,904,662 100.0 7,719,789 100.0  △184,872
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 ※４ 338,944 368,968   30,024

 ２ 短期借入金 ※１ 555,800 561,166   5,366

 ３ １年内返済予定長期借入金 ※１ 1,393,384 1,253,432   △139,952

 ４ 未払金  114,441 117,793   3,351

 ５ 未払費用  255,121 252,901   △2,220

 ６ 未払法人税等  93,886 62,967   △30,919

 ７ 未払消費税等  49,943 52,067   2,123

 ８ 預り金  33,075 35,718   2,643

 ９ 賞与引当金  181,725 159,546   △22,179

 10 その他  3,161 75   △3,086

  流動負債合計  3,019,483 38.2 2,864,636 37.1  △154,847

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※１ 1,307,632 1,076,656   △230,976

 ２ 関係会社長期借入金  30,000 90,000   60,000

 ３ 退職給付引当金  207,031 212,021   4,990

 ４ その他  ― 6,474   6,474

  固定負債合計  1,544,663 19.5 1,385,152 18.0  △159,511

  負債合計  4,564,147 57.7 4,249,788 55.1  △314,358

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 654,460 8.3 654,460 8.5  ―

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  635,900 635,900  ― 

   資本剰余金合計  635,900 8.1 635,900 8.2  ―

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  163,615 163,615  ― 

 ２ 任意積立金    

  (1) 別途積立金  1,545,000 1,545,000  ― 

 ３ 当期未処分利益  227,762 274,955  47,192 

   利益剰余金合計  1,936,377 24.5 1,983,570 25.7  47,192

Ⅳ その他有価証券評価差額金  122,027 1.5 207,023 2.7  84,995

Ⅴ 自己株式 ※３ △8,250 △0.1 △10,952 △0.2  △2,701

   資本合計  3,340,514 42.3 3,470,001 44.9  129,486

  負債及び資本合計  7,904,662 100.0 7,719,789 100.0  △184,872
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  11,734,223 100.0 11,857,183 100.0  122,959

Ⅱ 売上原価  10,002,611 85.3 10,154,294 85.6  151,683

  売上総利益  1,731,612 14.7 1,702,888 14.4  △28,723

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  128,721 131,172  2,451 

 ２ 給料及び賞与  326,160 300,505  △25,654 

 ３ 賞与引当金繰入額  14,684 12,476  △2,208 

 ４ 退職給付引当金繰入額 

 ５ 法定福利費 

 

 

4,772

50,725

5,323

42,146
 

550 

△8,578 

 ６ 業務委託手数料  344,435 350,356  5,920 

 ７ 福利厚生費  69,310 72,155  2,845 

 ８ 保険料  75,177 88,194  13,016 

 ９ 賃借料  211,665 202,236  △9,429 

 10 減価償却費  23,191 23,786  595 

 11 貸倒引当金繰入額  1,507 5,849  4,341 

 12 その他  253,342 1,503,694 12.8 247,625 1,481,828 12.5 △5,717 △21,865

  営業利益  227,918 1.9 221,060 1.9  △6,857

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※３ 7,418 9,134  1,716 

 ２ 受取配当金 ※３ 53,798 35,834  △17,964 

 ３ 受取雇用開発助成金 

 ４ 受取手数料 

 ５ その他 

 

 

※３ 

10,632

―

43,321 115,171 1.0

8,404

10,355

30,736 94,466

 

 

0.8 

△2,228 

10,355 

△12,584 △20,705

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  26,743 27,015  271 

 ２ その他  8,504 35,248 0.3 9,432 36,447 0.3 927 1,198

  経常利益  307,840 2.6 279,078 2.4  △28,761

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  3,038 3,900  861 

 ２ 投資有価証券売却益  25,710 28,748 0.3 66,613 70,513 0.6 40,903 41,765
    
Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※１ 65,279 113,057  47,777 

 ２ 固定資産除却損 ※２ 338 386  48 

 ３ 減損損失 ※４ ― 14,759  14,759 

 ４ 投資有価証券売却損  ― 1,123  1,123 

 ５ 投資有価証券評価損  49,999 －  △49,999 

 ６ 退職給付会計基準 

   変更時差異処理額 
 24,542 140,160 1.2 － 129,325 1.1 △24,542 △10,834

  税引前当期純利益  196,429 1.7 220,266 1.9  23,837

  法人税、住民税及び事業税  115,437 105,759  △9,677 

  法人税等調整額  11,009 126,446 1.1 19,505 125,264 1.1 8,496 △1,181

  当期純利益  69,982 0.6 95,002 0.8  25,019

  前期繰越利益  181,715 203,847   22,131

  中間配当額  23,935 23,894   △41

  当期未処分利益  227,762 274,955   47,192

    

 

 



ファイル名:110_0697800651806 更新日時:2006/05/02 17:16 印刷日時:06/05/04 12:10 

― 33 ― 

売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 役務提供原価    

 １ 労務費  6,461,257 6,331,490  

 ２ 外注費  3,081,950 3,302,536  

 ３ その他経費  429,246 9,972,454 99.7 483,087 10,117,114 99.6

Ⅱ 商品仕入原価  30,157 0.3  37,179 0.4

  当期売上原価  10,002,611 100.0  10,154,294 100.0
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③ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成17年３月期) 
当事業年度 

(平成18年３月期) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  227,762 274,955  47,192

Ⅱ 利益処分額    

   配当金  23,915 23,915 23,884 23,884 △30 △30

Ⅲ 次期繰越利益  203,847 251,070  47,223

    

 



ファイル名:120_0697800651806 更新日時:2006/05/02 17:20 印刷日時:06/05/04 12:11 

― 35 ― 

重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

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) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

  なお、投資事業有限責任組合への

出資(証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合規約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な最近の決

算を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

   

 

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 

  最終仕入原価法 

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(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。 

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建物   22年～47年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  見込利用可能期間(５年)に基づく

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

５ 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、貸倒懸念債権および破産

更生債権等特定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 

  従業員に対する賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のうち当

期の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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 (3) 退職給付引当金 

  従業員に対する退職給付の支給に

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。 

  な お、会計基準変更時差異

(122,710千円）については、５年に

よる按分額を特別損失に計上してお

ります。 

  また、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員に対する退職給付の支給に

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。 

  なお、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

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 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 

  税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

会計方針の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 

 

当期より、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。これにより営業利益及び経常利益

はそれぞれ140千円増加しており、税引前当期純利

益は3,507千円減少しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除して

おります。 
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表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書関係) 

  「固定資産除却損」及び「固定資産売却損」は、

前期まで特別損失の「固定資産除売却損」として表

示することとしておりましたが、当期からそれぞれ

区分掲記することとしました。 

  なお、前期の特別損失の「固定資産除売却損」

1,041千円は、全額「固定資産除却損」であります。

 

(損益計算書関係) 

  前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取手数料」につきましては、営業外収

益の合計額の10／100超となったため、当期より区分

掲記しております。 

 なお、前期の営業外収益の「その他」に含まれる受

取手数料は5,841千円であります。 

 

 

 

追加情報 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（外形標準課税） 

  「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26,507千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

26,507千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３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

※１ (1)担保提供資産および被担保債務は次のとおりで

あります。 

   ①担保提供資産 

建物 183,316千円

土地 399,461 

投資有価証券 97,644 

会員権 14,000 

保証金 51,242 

 計 745,664千円
 

※１ (1)担保提供資産および被担保債務は次のとおりで

あります。 

   ①担保提供資産 

建物 173,336千円

土地 248,422 

投資有価証券 175,334 

会員権 14,000 

保証金 51,242 

 計 662,335千円
 

   ②被担保債務 

短期借入金 65,000千円

１年内返済予定長期借入金 69,440 

長期借入金 784,446 

 計 918,886千円

   (2)上記のほか、ＰＦＩ事業会社に対する以下の資

産を当該会社の借入金等の担保に供しておりま

す。 

短期貸付金 3,500千円

関係会社長期貸付金 98,000 

投資有価証券 10,000 

関係会社株式 24,600 

計 136,100千円
 

   ②被担保債務 

短期借入金 65,000千円

１年内返済予定長期借入金 71,326 

長期借入金 680,250 

 計 816,576千円

   (2)上記のほか、ＰＦＩ事業会社に対する以下の資

産を当該会社の借入金等の担保に供しておりま

す。 

短期貸付金 3,499千円

関係会社長期貸付金 

長期貸付金 

 94,500 

6,000 

投資有価証券 12,400 

関係会社株式 28,600 

計 145,000千円
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 13,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,812,247株 
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 13,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 4,812,247株 
 

※３ 自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式

29,216株であります。 

※３ 自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式

35,364株であります。 

※４ 関係会社に対する資産、負債は次のとおりであり

ます。 

売掛金 140,197千円

買掛金 154,404千円
 

※４ 関係会社に対する資産、負債は次のとおりであり

ます。 

売掛金 152,535千円

買掛金 181,868千円
 

 ５ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高 

   (当社貸手側) 

    当社は、霞ヶ関７号館ＰＦＩ㈱への協調融資に

おける劣後貸出人として、同社と劣後貸付契約を

締結しております。当該契約で設定された貸出コ

ミットメントに係る貸出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 100,000千円

貸出実行残高 36,666  

差引額 63,333千円
 

 ５ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高 

   (当社貸手側) 

    当社は、ＰＦＩ事業会社への協調融資における

劣後貸出人として、同社と劣後貸付契約を締結し

ております。当該契約で設定された貸出コミット

メントに係る貸出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 110,000千円

貸出実行残高 49,999  

差引額 60,000千円
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

 ６ 偶発債務 

    当社の関連会社である調和小学校市民サービス

㈱が保険会社と締結した、調布市立調和小学校整

備並びに維持管理及び運営に関する履行保証保険

契約に基づく履行保証保険金額に係る求償を受け

た場合、その求償額13,298千円に対して連帯保証

債務を負っております。 

 ６ 偶発債務 

    当社の関連会社である調和小学校市民サービス

㈱が保険会社と締結した、調布市立調和小学校整

備並びに維持管理及び運営に関する履行保証保険

契約に基づく履行保証保険金額に係る求償を受け

た場合、その求償額13,159千円に対して連帯保証

債務を負っております。 

 ７ 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

122,027千円であります。 

 ７ 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

207,023千円であります。 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 28千円

工具器具備品 28 

土地 65,221 

 計 65,279千円
 

※１ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 8,262千円

工具器具備品 10 

土地 104,783 

 計 113,057千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、工具器具備品338千円

であります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

 

 

 

※３ 関係会社との取引は次のとおりであります。 

受取利息 6,288千円

受取配当金 47,723千円

営業外収益その他 17,959千円
 

建物 128千円

工具器具備品 257 

 計 386千円

※３ 関係会社との取引は次のとおりであります。 

受取配当金 29,728千円

営業外収益その他 14,640千円

  
 

 ※４ 減損損失 

      当社の資産区分は建築物総合サービス事業及び

その他の各事業ごとに区分し、処分予定資産につ

いては当該資産単独で資産のグルーピングをして

おります。                 

 当期において当社が所有する次の２件の処分予

定資産（但し、内１件は当期中に処分済）につい

て減損損失を計上しております。 

場所 用途   種類   

千葉県船橋市 福利厚生施設 土地及び建物 

栃木県塩原郡

藤原町 
賃貸資産  土地及び建物 

減損損失の科目別内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 8,556千円

土地 6,202 

 計 14,759千円

なお、回収可能価額については、正味売却価額

により測定しており、信託銀行の調査による実勢

価格又は固定資産税評価額に基づいて評価してお

ります。 
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（借手側） 

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

当額および期末残高相当額 

（借手側） 

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

当額および期末残高相当額 

 
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) 

工具器具備品 65,835 47,482 18,353

車輌及び運搬
具 

10,585 1,587 8,997

ソフトウェア 6,998 699 6,298

合計 83,419 49,769 33,649
 

 
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) 

工具器具備品 43,237 14,781 28,456

車輌及び運搬
具 

10,585 3,704 6,880

ソフトウェア 14,846 2,753 12,092

合計 68,669 21,239 47,429
 

(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 

１年内 16,346千円

１年超 18,176 

合計 34,523千円
 

１年内 13,429千円

１年超 34,428 

合計 47,858千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

支払リース料 23,693千円

減価償却費相当額 22,083千円

支払利息相当額 962千円
 

支払リース料 19,262千円

減価償却費相当額 18,084千円

支払利息相当額 733千円
 

(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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ 転リース物件に係る未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,921千円

１年超 27,945 

合計 37,867千円
 

２ 転リース物件に係る未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,462千円

１年超 22,825 

合計 34,287千円
 

３ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 24,000千円

１年超 178,000 

合計 202,000千円

  

３ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 24,000千円

１年超 154,000 

合計 178,000千円

  

（貸手側） 

１ 転リース物件に係る未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,921千円

１年超 27,945 

合計 37,867千円
 

（貸手側） 

１ 転リース物件に係る未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,462千円

１年超 22,825 

合計 34,287千円
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(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当事業年度(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３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。 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

 賞与引当金損金算入限度超過額 73,235千円

 未払事業税否認 14,089 

 会員権評価損否認 44,075 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 48,428 

 退職給付引当金 
 損金算入限度超過額 

79,884 

 投資有価証券評価損否認 49,931 

 関係会社株式評価損否認 20,452 

 その他 13,876 

繰延税金資産 小計 343,972 

 評価性引当額 △67,397 

繰延税金資産 合計 276,574 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △82,373 

繰延税金負債 合計 △82,373 

繰延税金資産の純額 194,200 

  

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 

 賞与引当金損金算入限度超過額 64,297千円

 未払事業税否認 7,614 

 会員権評価損否認 44,075 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 47,394 

 退職給付引当金 
 損金算入限度超過額 

85,444 

 投資有価証券評価損否認 44,692 

 関係会社株式評価損否認 20,452 

 その他 18,452 

繰延税金資産 小計 332,422 

 評価性引当額 △75,353 

繰延税金資産 合計 257,069 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △139,749 

繰延税金負債 合計 △139,749 

繰延税金資産の純額 117,319 

  
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 40.3％

(調整) 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

6.8 

住民税均等割 12.0 

受取配当金の益金不算入額 △8.4 

評価性引当額の増加 13.4 

その他 0.3 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

64.4 

  

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 40.3％

(調整) 

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

5.9 

住民税均等割 10.7 

受取配当金の益金不算入額 △3.8 

評価性引当額の増加 3.6 

その他 0.2 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

56.9 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 698円40銭 726円41銭

１株当たり当期純利益金額 14円61銭 19円87銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については潜在株式がない

ため記載しておりません。 

(注) 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16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当期純利益(千円) 69,982 95,002

普通株式に係る当期純利益(千円) 69,982 95,002

普通株式の期中平均株式数(株) 4,786,993 4,779,535

 

(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 



役員の異動 （平成18年６月29日付）

１． 監査役候補
(１） 新任 やまざき せいいちろう

常勤監査役 （現   当社執行役員）

２． 退任予定監査役

（現   常勤監査役）

以  上

山 崎 誠 一 郎

村 上 稱 美
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