
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） 

※ 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は添付資料の9ページを参照して下さい。 

     

平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年5月12日

上場会社名 リゾートソリューション株式会社上場取引所 東証 第1部 

コード番号 ５２６１ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.resort-solution.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 平田 秀明 

問合せ先責任者 役職名 執 行 役 員 氏名  谷  泰志 ＴＥＬ （03）3344－8811 

決算取締役会開催日 平成18年5月12日 中間配当制度の有無 有 

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)     

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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3月期 18,975 14.6 1,358 76.9 1,324 75.8

17年3月期 16,557 △26.2 768 12.8 753 24.4

  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 ％ ％ ％

18年3月期 354 18.0 6 09 ― ― 5.4 7.3 7.0 

17年3月期 300 △37.1 5 13 ― ― 4.4 4.8 4.6 

(注) ①期中平均株式数 18年3月期 56,607,861株 17年3月期 56,618,571株 

②会計処理の方法の変更   有 

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)配当状況  

  
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 ％ ％

18年3月期 5 00 0 00 5 00 283 82.1 4.4 

17年3月期 5 00 0 00 5 00 283 97.5 4.2 

(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

18年3月期 21,029 6,410 30.5 113 08 

17年3月期 15,418 6,756 43.8 119 17 

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 56,602,332株 17年3月期 56,613,405株 

  ②期末自己株式数 18年3月期 39,668株 17年3月期 28,595株 

２．平成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   
   百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 10,000 600 330 0 00 ―  ― 

通 期 20,000 1,500 600  ― 5 00 5 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  10円60銭 
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６．個別財務諸表等 
(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） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   803,965   1,705,334  901,368 

２．受取手形 ※３  15,016   ―  △15,016 

３．売掛金 ※1,3  1,505,637   1,558,773  53,135 

４．商品   91,201   141,725  50,524 

５．販売用不動産   182,912   693,127  510,215 

６. 再生事業不動産等   ―   1,054,680  1,054,680 

７．前渡金    298,465   316,332  17,866 

８．前払費用   310,355   309,588  △767 

９．繰延税金資産   176,740   270,097  93,357 

10．短期貸付金 ※1,3  －   3,607,041  3,607,041 

11．未収入金 ※1,3  217,677   623,755  406,077 

12．未収消費税    11,803   ―  △11,803 

13．立替金 ※３  53,084   18,287  △34,797 

流動資産合計   3,666,859 23.8  10,298,742 49.0 6,631,882 

Ⅱ 固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物 ※４ 3,150,485   2,792,094    

減価償却累計額  1,001,782 2,148,703  1,073,370 1,718,724  △429,979 

２．構築物 ※４ 366,052   361,173    

減価償却累計額  80,882 285,170  86,356 274,816  △10,353 

３．機械装置  29,981   29,981    

減価償却累計額  13,679 16,301  14,812 15,168  △1,132 

４．車両運搬具  45,900   47,574    

  減価償却累計額  27,315 18,585  37,035 10,538  △8,046 

５．工具器具備品  247,298   234,856    

  減価償却累計額  154,629 92,668  153,183 81,673  △10,994 

６．土地 ※4,5  5,241,879   4,537,361  △704,517 

７. 建設仮勘定    ―   111,668  111,668 

有形固定資産合計   7,803,308 50.6  6,749,952 32.1 △1,053,355 
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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） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

(2)無形固定資産         

１．借地権   225,601   214,101  △11,500 

２．ソフトウェア   1,169   356  △812 

３．その他   13,160   13,160  ― 

無形固定資産合計   239,931 1.5  227,618 1.1 △12,313 

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券   197,037   50,201  △146,836 

２．関係会社株式 ※４  2,909,700   876,700  △2,033,000 

３．長期貸付金 ※３  190,074   162,574  △27,500 

４．長期未収入金 ※３  59,115   42,679  △16,436 

５．長期前払費用   16,425   10,941  △5,484 

６．繰延税金資産    501,895   1,186,817  684,921 

７．差入保証金 ※１  377,870   1,276,639  898,768 

８．再評価に係る繰延
税金資産 

※５  227,527   ―  △227,527 

９．会員権等   2,204   2,204  ― 

10．その他   66,780   144,770  77,990 

11．投資損失引当金   △840,000   ―  840,000 

投資その他の資産
合計 

  3,708,631 24.1  3,753,527 17.8 44,895 

固定資産合計   11,751,872 76.2  10,731,099 51.0 △1,020,773 

資産合計   15,418,732 100.0  21,029,841 100.0 5,611,108 
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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） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   839,431   963,310  123,878 

２．短期借入金 ※1,4  2,301,500   5,416,163  3,114,663 

３．一年以内返済予定長
期借入金 

※４  1,010,500   ―  △1,010,500 

４．未払金   44,442   521,211  476,769

５．未払法人税等   151,258   394,319  243,060

６．未払消費税等   －   16,393  16,393

７．未払費用   339,924   307,354  △32,569

８．前受金   46,452   58,223  11,770

９．預り金 ※1,2  375,733   1,254,008  878,274

10．賞与引当金   79,404   84,635  5,231

11．その他  
 

3,605  
 

4,860  1,255

流動負債合計  5,192,252 33.7 9,020,479 42.9 3,828,227

Ⅱ 固定負債         

１．従業員特別補償引当 
  金 

※４  －   200,000  200,000

２．長期借入金 ※４  723,000   ―  △723,000

３．退職給付引当金   153,445   163,957  10,512

４．長期預り金  

 

2,593,304  

 

5,104,720  2,511,415

５．再評価繰延税金負債  －  130,199  130,199

固定負債合計  3,469,749 22.5 5,598,878 26.6 2,129,128

負債合計   8,662,001 56.2  14,619,357 69.5 5,957,355
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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） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※６  3,948,088 25.6  3,948,088 18.8 ―

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  1,759,974   1,759,974    

２．その他資本剰余金         

 (1) 資本準備金減少差
益 

 985,512   985,512    

資本剰余金合計   2,745,487 17.8  2,745,487 13.1 ―

Ⅲ 利益剰余金         

１．当期未処分利益  400,046   528,379    

利益剰余金合計   400,046 2.6  528,379 2.5 128,332

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５  △327,417 △2.1  △798,550 △3.8 △471,133

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

  △2,290 △0.0  ― ― 2,290

Ⅵ 自己株式 ※７  △7,184 △0.1  △12,920 △0.1 △5,736

資本合計   6,756,730 43.8  6,410,483 30.5 △346,246

負債・資本合計   15,418,732 100.0  21,029,841 100.0 5,611,108
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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) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

百分比

(％) 

金 額 

（千円） 

百分比 

(％) 
増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高   16,557,956   18,975,984 2,148,027 

Ⅱ 売上原価  ※１  12,244,074   14,317,125 2,073,051 

売上総利益   4,313,881 26.1  4,658,858 24.6 344,976 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※２  3,545,798   3,300,304 △245,493 

営業利益   768,083 4.6  1,358,553 7.2 590,470 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  13,839   16,017    

２．受取配当金   1,161   730    

３．違約金収入  55,677   ―    

４．手数料収入  6,573   6,166    

５．債務消却益  14,510   25,800    

６．その他  16,051 107,814 0.7 14,337 63,052 0.3 △44,761

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  120,646   65,458    

２. 貸倒引当金繰入額  ―   27,481    

２．その他  1,755 122,401 0.7 4,389 97,328 0.5 △25,073

経常利益   753,495 4.6  1,324,277 7.0 570,781
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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) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金 額 

（千円） 

百分比

(％) 

金 額 

（千円） 

百分比 

(％) 
増減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ －   440,513    

２．投資有価証券売却益   208,366   64,802    

３．退職給付引当金戻入益   179,233   －    

４．債務消却益   30,750 418,349 2.4 － 505,316 2.7 86,966

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 6,100   －    

２．固定資産除却損 ※５ －   18,007    

３．減損損失 ※６ －   42,444    

４．子会社株式評価損  1,999   1,149,999    

５．投資損失引当金繰入額  200,000   －    

６．従業員特別補償金  27,450   58,250    

７．従業員特別補償引当 

  金繰入 
 －   200,000    

８．土地補償金  －   234,650    

９．貸倒引当金繰入額  500,715   －    

10．貸倒損失  38,665   15,048    

11．退職給付変更時差異 

  償却 
 24,916   －    

12．役員退職慰労金  －   55,960    

13．その他  － 799,846 4.8 81,710 1,856,070 9.8 1,056,224

税引前当期純利益   371,998 2.2  △26,476 △0.1 △398,475

法人税、住民税及び事

業税 
 113,800   445,400    

法人税等調整額  △42,187 71,612 0.4 △826,366 △380,966 △2.0 △452,578

当期純利益   300,386 1.8  354,489 1.9 54,103

前期繰越利益   111,752   106,979  △4,772

土地再評価差額金取崩

額 
  △12,092   66,909  79,001

当期未処分利益   400,046   528,379  128,332
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(3) 利益処分案 

    
前事業年度 

株主総会承認年月日 
（平成17年6月29日） 

当事業年度 
株主総会承認年月日 
（平成18年6月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

(当期未処分利益の処分)      

Ⅰ 当期未処分利益   400,046  528,379 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  283,067  283,011  

２．役員賞与金  10,000 293,067 10,000 293,011 

（うち監査役賞与金）  (1,000)  (1,000)  

Ⅲ 次期繰越利益   106,979  235,367 
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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 

移動平均法による原価法 

 (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) 

(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 

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 

移動平均法に基づく原価法 

(1)商品 

同左 

 (2)販売用不動産 

個別法に基づく原価法 

(2)販売用不動産 

同左 

 (3)     ───── (3)再生事業不動産等 

    個別法に基づく原価法 

  （追加情報） 

  投資再生事業の開始にあたり再生

バリューアップされた不動産等につ

いて土地、建物及び構築物等より

908,418千円を振替えております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定額法 

(1)有形固定資産   

同左 

 主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

  

 建物 10～46年

構築物 3～40年

機械装置 7～17年

車両運搬具 3年

工具器具備品 3～10年

 

 (2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

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 

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

に充てるため、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) 

 (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   

（443,725千円）については、5年によ

る按分額を費用処理しております。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（5

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、それ

ぞれ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

額法により翌期から費用処理すること

としております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

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。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（5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、それぞれの発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年数（8年）

による定額法により翌期から費用処理

することとしております。 

 （追加情報） 

  当社が加入するミサワホーム厚生年

金基金は、平成16年12月21日に厚生労

働大臣より解散が認可され、同日付で

解散しました。これに伴い同厚生年金

基金制度の終了処理として、同基金に

係る未認識の数理計算上の差異の償

却、退職給付引当金の取崩等の処理を

行いました。この結果、当事業年度に

おいて「退職給付引当金戻入益」 

179,233千円を特別利益に計上してお

ります。 

 （追加情報） 

 当事業年度において当社従業員の平

均残存勤務期間の再検討を行った結

果、再検討後の年数が従来の数理計算

上の差異の費用処理年数（10年）を下

回ったことに伴い、当事業年度より数

理計算上の差異の費用処理年数を10年

から8年に短縮変更しております。こ

の結果、従来の10年による費用処理に

よった場合と比較して、当事業年度に

おける数理計算上の差異の費用処理額

が1,717千円増加しております。 

 (4)投資損失引当金 

 子会社の投資に係る損失に備えるた

め、当該会社の財政状態等を勘案して

必要額を計上しております。 

(4)      ───── 

 (5)     ───── (5)従業員特別補償引当金 

アスベスト健康被害に係る元従業員

（労災認定者）の補償金の支出に備え

るため過去の実績を基礎に負担額を計

上しております。 

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

めの重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

税抜処理方法によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

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） 

 ─────  （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。

これにより税引前当期純利益は42,444千円減少しており

ます。 

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．関係会社に対する資産は次のとおりであります。 ※１．関係会社に対する資産は次のとおりであります。 

売掛金 186,816 千円 売掛金 239,185 千円

短期貸付金 2,390,000 千円

未収入金 524,200 千円

上記以外に、関係会社に対する資産が231,637千

円あります。 

  

※２．関係会社に対する負債は次のとおりであります。 ※２．関係会社に対する負債は次のとおりであります。 

預り金 223,791 千円 短期借入金 4,116,163 千円

預り金 365,997 千円

※３．貸倒引当金直接控除額 ※３．貸倒引当金直接控除額 

流動資産 125,941 千円

投資その他の資産 895,049 

計 1,020,991 

流動資産 72,367 千円

投資その他の資産 499,149 

計 571,516 

※４．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※４．        ───── 

建物 683,737 千円

構築物 109,631 

土地 4,140,645 

関係会社株式 335,000 

計 5,269,014 

 

同上担保を差入れている借入金   

短期借入金 1,170,500 千円

一年以内返済予定長期借入金 414,000 

長期借入金 324,000 

計 1,908,500 
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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） 

※５．土地の再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公

布法律第34号）および土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律（平成11年3月31日改正）に

基づき事業用の土地の再評価を行い、土地再評価

差額金を資本の部に計上しております。 

※５．土地の再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公

布法律第34号）および土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律（平成11年3月31日改正）に

基づき事業用の土地の再評価を行い、土地再評価

差額金を資本の部に計上しております。 

(1)再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月

31日公布政令第119号）第2条第1号に定める標準地

の公示価格に合理的な調整を行なって算出する方

法及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑

定評価により算出する方法によっております。 

(1)再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月

31日公布政令第119号）第2条第1号に定める標準地

の公示価格に合理的な調整を行なって算出する方

法及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑

定評価により算出する方法によっております。 

(2)再評価を行なった年月日  平成14年3月31日 (2)再評価を行なった年月日  平成14年3月31日 

(3)再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

△683,940 千円 (3)再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

△543,937 千円

※６．授権株式数及び発行済株式数 ※６．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 80,000,000 株 

発行済株式総数 普通株式 56,642,000 株 

授権株式数   普通株式 80,000,000 株 

発行済株式総数 普通株式 56,642,000 株 

※７．自己株式 

 当社が保有する自己株式は、普通株式28,595株

であります。 

※７．自己株式 

 当社が保有する自己株式は、普通株式39,668 株

であります。 

８．保証債務は次のとおりであります。 ８．保証債務は次のとおりであります。 

(1)金融機関借入金等に対する保証債務 (1)金融機関借入金等に対する保証債務 

ミサワホーバス㈱ 277,556 千円 日本ホーバス㈱ 164,568 千円

(2)ローンに対する保証債務 (2)ローンに対する保証債務 

会員権購入者のためのローン

に対する保証債務 

86,106   会員権購入者のためのローン

に対する保証債務 

18,155   

(3)リース債務に対する保証 

日本土地改良㈱ 50,316   

㈱ゴルフ330 94,068   

㈱ホテル330 20,264   

㈱ＳＥＥＤ330 12,243   

計 176,892   

合計 540,555 

(3)リース債務に対する保証 

日本土地改良㈱ 25,158   

㈱ジャパンゴルフマネジメン

ト 
66,017   

ジャパンホテルマネジメント

㈱ 
29,560   

㈱ＳＥＥＤ330 18,450   

計 128,076   

合計 310,799 

９．平成14年6月27年開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。 

利益準備金 501,430 千円

９． 

同左 
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（損益計算書関係） 

① リース取引 

    ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

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）における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 

(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．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。 

売上原価 6,061,919千円 売上原価 6,309,628千円

※２．販売費及び一般管理費の主な費目は、次のとおり

であります。 

※２．販売費及び一般管理費の主な費目は、次のとおり

であります。 

給料 779,511千円

賞与 85,106 

賞与引当金繰入額 79,404 

退職給付引当金繰入額 132,846 

不動産賃借料 262,967 

販売促進費 560,918 

広告宣伝費 233,309 

支払手数料 410,875 

減価償却費 188,898 

貸倒引当金繰入額 3,722 

給料 704,480千円

賞与 67,202 

賞与引当金繰入額 84,635 

退職給付引当金繰入額 36,001 

不動産賃借料 282,219 

販売促進費 555,615 

広告宣伝費 156,207 

支払手数料 434,469 

減価償却費 164,922 

※４．        ───── ※４．固定資産売却益の内訳 

 土地 440,513千円

※５．固定資産売却損の内訳 ※５．        ───── 

土地 6,100千円  

※７．        ───── ※７．固定資産除却損の内訳 

 建物 11,829千円

構築物 2,129千円

工具器具備品 4,048千円

 ※８.        ─────  ※８.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

ついて減損損失を計上しました。 

  当社は、減損会計の適用に当たって、事業の種類別

セグメントを基礎として事業の関連性によりグルーピ

ングし、遊休資産については個々の資産ごとに、減損

の兆候を判断しております。 

 遊休地については、地価の下落など資産価値が下落

しているものにつき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（42,444千円）として特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、土地35,830千円、借地権6,614千円であ

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

額を適用しており、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定

評価額を使用しております。 

場所 用途 種類 

 岩手県松尾村  遊休地  土地  

 群馬県渋川市  遊休地  土地  

 静岡県三島市 遊休地 借地権 
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③ 税効果会計 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率との間の原因となった主な項目別の内訳 

     (単位:千円)

  
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) 

繰延税金資産      

退職給付引当金損金算入限度超過額  58,111   67,222 

賞与引当金損金算入限度超過額  32,555   34,700 

会員権評価損否認  103,513   86,915 

従業員特別補償引当金繰入額  －   82,000 

投資損失引当金繰入額  344,400   － 

関係会社株式評価損否認  161,130   815,900 

貸倒引当金損金算入限度超過額  305,472   212,167 

土地補償金  －   94,300 

その他  18,378   64,233 

繰延税金資産小計  1,023,560   1,457,439 

評価性引当額  △344,925   △525 

繰延税金資産合計  678,635   1,456,914 

繰延税金負債      

繰延税金資産の純額  678,635   1,456,914 

再評価に係る繰延税金資産の額      

 土地再評価差額  227,527   － 

再評価に係る繰延税金資産の額  227,527   － 

再評価に係る繰延税金負債の額      

 土地再評価差額  －   130,199 

再評価に係る繰延税金負債の額  －   130,199 

  
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) 

流動資産－繰延税金資産  176,740   270,097 

固定資産－繰延税金資産  501,895   1,186,817 

     (単位:％)

  
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) 

法定実効税率  41.0   41.0 

（調整）      

交際費等永久に損金にされない項目  2.4   △32.1 

住民税等均等割等  2.1   △29.5 

評価性引当額の増減  △21.0   1,300.8 

土地評価差額の税効果  －   175.6 

その他  △5.2   △16.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  19.3   1,438.9 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

７．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。 

 決定次第、別途発表いたします。 

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) 

１株当たり純資産額 119.17円 

１株当たり当期純利益金額 5.13 

１株当たり純資産額 113.25円 

１株当たり当期純利益金額 6.09 

 なお、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金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 
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） 300,386 354,489 

普通株主に帰属しない金額（千円） 10,000 10,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （10,000） （10,000） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 290,386 344,489 

期中平均株式数（千株） 56,618 56,607 
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