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平成 18 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要   平成18年５月15日 

会 社 名     クリエイト株式会社          上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号      3024                 本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.cr-net.co.jp/） 

代  表  者      役  職  名  代表取締役社長 

             氏    名  福井 道夫 

問い合わせ先     責任者役職名  専務取締役管理本部長 

             氏    名  福井 珠樹     ＴＥＬ（06）6538－2333 

決算取締役会開催日   平成18年５月15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24日          定時株主総会開催日   平成18年６月23日 

単元株制度採用の有無  有（１単元 100株） 
 
１．18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                                    （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
24,983  （  5.4）
23,711  （  6.5）

百万円   ％
651  （△6.9）
699  （109.6）

百万円   ％
700  （△0.7）
705  （127.8）

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
387  （ 18.6） 
326  （214.3） 

円  銭
113  44 
95  97 

円  銭
－  － 
－  － 

％
18.1 
24.7 

％ 
5.8  
6.2  

％
2.8 
3.0 

(注)①期中平均株式数      18年３月期     3,309,310株   17年３月期     3,196,150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 
 
(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18年３月期 25 00 － －  25 00 99   22.0  3.6 

旧株15 00 － －  旧株15 00 
17年３月期 

新株 0 29 － －  新株 0 29 
47   14.7  3.2 

(注)18年３月期期末配当金の内訳は、普通配当20円00銭、記念配当５円00銭であります。 
 
(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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

12,666   

11,557   

百万円

2,793  

1,494  

％ 

22.1  

12.9  

円   銭

700   85 

453   10 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期     3,968,920株   17年３月期     3,255,000株 

②期末自己株式数    18年３月期        80株   17年３月期        －株 
 
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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

12,467   

25,950   

百万円

307  

760  

百万円

162  

405  

円 銭

10 00 

――― 

円 銭 

――― 

10 00  

円 銭

――― 

20 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 102円 04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。 
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５．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   1,356,507 1,275,999  △80,508

 ２ 受取手形   1,151,890 1,988,924  837,033

 ３ 売掛金   2,909,428 3,092,565  183,137

 ４ 商品   1,588,779 1,549,846  △38,933

 ５ 前払費用   38,964 39,711  747

 ６ 繰延税金資産   94,211 94,837  626

 ７ 未収入金   393,554 585,657  192,102

 ８ その他   2,397 6,053  3,655

   貸倒引当金   △5,036 △5,258  △221

   流動資産合計   7,530,698 65.2 8,628,336 68.1 1,097,637

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物 ※２ 1,271,809 1,204,970   

    減価償却累計額 ※６ △840,794 431,014 △804,876 400,094  △30,920

  (2) 構築物   139,278 137,690   

    減価償却累計額   △124,739 14,538 △125,318 12,372  △2,166

  (3) 機械及び装置   31,569 31,569   

    減価償却累計額   △29,659 1,909 △29,811 1,757  △151

  (4) 車両運搬具   6,691 200   

    減価償却累計額   △6,357 334 △190 10  △324

  (5) 工具器具及び備品   124,477 128,650   

    減価償却累計額   △109,686 14,791 △105,278 23,372  8,581

  (6) 土地 ※２ 1,784,172 1,655,636  △128,536

   有形固定資産合計   2,246,760 2,093,243  △153,517

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウェア   778 392  △386

  (2) 電話加入権   5,194 5,194  －

   無形固定資産合計   5,972 5,586  △386
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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)

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券 ※２ 202,470 267,014  64,543

  (2) 関係会社株式   106,644 143,661  37,016

  (3) 出資金   1,953 413  △1,540

  (4) 長期貸付金   22,596 21,442  △1,154

  (5) 破産債権・更生債権等   122,245 106,627  △15,617

  (6) 長期前払費用   43,015 34,345  △8,669

  (7) 繰延税金資産   347,081 318,332  △28,749

  (8) 保険積立金   409,058 378,087  △30,970

  (9) 差入保証金   292,191 296,983  4,791

  (10) 貸与建物 ※２ 354,041 431,570   

    減価償却累計額 ※６ △196,852 157,188 △264,503 167,067  9,878

  (11) 貸与土地 ※２ 157,549 286,085  128,536

  (12) その他   88,680 86,330  △2,350

    貸倒引当金   △176,174 △167,395  8,778

   投資その他の資産合計   1,774,501 1,938,993  164,492

   固定資産合計   4,027,235 34.8 4,037,823 31.9 10,588

   資産合計   11,557,933 100.0 12,666,160 100.0 1,108,226
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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 支払手形 ※1,2 4,058,324 4,444,145  385,821

 ２ 買掛金 ※1,2 2,121,485 2,137,889  16,403

 ３ 短期借入金 ※２ 104,000 140,000  36,000

 ４ 一年以内返済予定の 

   長期借入金 
※２ 630,775 600,582  △30,193

 ５ 一年以内償還予定の社債   200,000 －  △200,000

 ６ 未払金   189,617 194,543  4,926

 ７ 未払費用   178 167  △10

 ８ 未払法人税等   292,000 211,000  △81,000

 ９ 預り金   9,853 10,250  397

 10 賞与引当金   73,860 106,957  33,097

 11 その他   44,146 38,228  △5,918

   流動負債合計   7,724,240 66.8 7,883,764 62.2 159,523

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   200,000 200,000  －

 ２ 長期借入金 ※２ 1,362,052 976,670  △385,382

 ３ 退職給付引当金   411,255 413,911  2,655

 ４ 役員退職慰労引当金   269,450 278,750  9,300

 ５ その他   96,102 119,238  23,136

   固定負債合計   2,338,860 20.2 1,988,569 15.7 △350,290

   負債合計   10,063,100 87.1 9,872,333 77.9 △190,766

     

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 282,354 2.4 646,494 5.1 364,140

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金   222,589 786,078   

   資本剰余金合計   222,589 1.9 786,078 6.2 563,488

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金   59,128 59,128   

 ２ 任意積立金     

  (1) 別途積立金   520,000 700,000   

 ３ 当期未処分利益   377,325 516,990   

   利益剰余金合計   956,453 8.3 1,276,118 10.1 319,665

Ⅳ その他有価証券評価差額金   33,436 0.3 85,235 0.7 51,799

Ⅴ 自己株式 ※８ － － △100 0.0 △100

   資本合計   1,494,833 12.9 2,793,826 22.1 1,298,993

   負債及び資本合計   11,557,933 100.0 12,666,160 100.0 1,108,226
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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   23,711,183 100.0 24,983,583 100.0 1,272,400

Ⅱ 売上原価     

 １ 商品期首棚卸高   1,434,425 1,588,779   

 ２ 当期商品仕入高   19,659,105 20,478,649   

合計   21,093,531 22,067,429   

 ３ 商品期末棚卸高   1,588,779 19,504,751 82.3 1,549,846 20,517,583 82.1 1,012,831

   売上総利益   4,206,432 17.7 4,466,000 17.9 259,568

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

 １ 運賃荷造費   333,313 337,913   

 ２ 役員報酬   138,453 150,060   

 ３ 給与手当   1,302,461 1,389,947   

 ４ 賞与   202,743 170,004   

 ５ 法定福利費   213,713 265,776   

 ６ 賞与引当金繰入額   73,860 106,957   

 ７ 退職給付費用   67,549 81,432   

 ８ 役員退職慰労引当金繰入額   12,000 9,300   

 ９ 旅費交通費   80,556 84,419   

 10 通信費   75,140 71,617   

 11 租税公課   45,575 61,597   

 12 リース料   215,352 224,362   

 13 賃借料   349,453 354,387   

 14 減価償却費   39,610 36,464   

 15 貸倒引当金繰入額   38 221   

 16 その他   356,754 3,506,575 14.8 470,021 3,814,484 15.3 307,908

   営業利益   699,856 3.0 651,516 2.6 △48,340

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息   667 1,450   

 ２ 受取配当金   2,799 14,023   

 ３ 不動産賃貸収入   76,013 82,563   

 ４ 仕入割引   74,091 86,052   

 ５ その他   39,921 193,494 0.8 44,300 228,390 0.9 34,895
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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）

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息   41,771 41,617   

 ２ 手形売却損   45,673 35,903   

 ３ 社債利息   4,799 4,035   

 ４ 社債発行差金償却   900 －   

 ５ 社債発行費償却   3,516 －   

 ６ 不動産賃貸原価   55,214 54,982   

 ７ 売上割引   27,851 37,845   

 ８ その他   8,520 188,248 0.8 5,486 179,872 0.7 △8,375

   経常利益   705,103 3.0 700,034 2.8 △5,068

Ⅵ 特別利益     

 １ 投資有価証券売却益   － 56,095   

 ２ 保険解約益   6,102 6,102 0.0 59,338 115,434 0.5 109,332

Ⅶ 特別損失     

 １ 上場関連費用  － 27,053   

 ２ 固定資産売却損 ※１ － 132   

 ３ 固定資産除却損 ※２ 170 5,343   

 ４ 貸倒損失   － 5,381   

 ５ 貸倒引当金繰入額   47,082 49,888   

 ６ 減損損失 ※４ 81,515 －   

 ７ その他 ※３ 8,950 137,718 0.6 1,320 89,119 0.4 △48,598

   税引前当期純利益   573,487 2.4 726,349 2.9 152,861

   法人税、住民税及び事業税   330,405 345,738   

   法人税等調整額   △83,667 246,737 1.0 △6,996 338,741 1.4 92,004

   当期純利益   326,750 1.4 387,607 1.5 60,857

   前期繰越利益   56,630 129,383  72,752

   合併に伴う未処理損失 

   受入額 
  6,055 －  △6,055

   当期未処分利益   377,325 516,990  139,665
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(3) 利益処分案 

    
前事業年度 

（平成17年６月24日） 

当事業年度 

（平成18年６月23日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ 当期未処分利益   377,325 516,990 139,665

Ⅱ 利益処分額    

 １ 配当金   47,942 99,223  

 ２ 役員賞与金   20,000 12,200  

   (うち監査役賞与金)   (500) (850)  

 ３ 任意積立金    

   別途積立金   180,000 247,942 300,000 411,423 163,480

Ⅲ 次期繰越利益   129,383 105,567 △23,815

     

(注) 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 

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 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

総平均法による原価法 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（付属設備は除く）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       ３～50年 

構築物      10～30年 

機械及び装置   ７～15年 

工具器具及び備品 ３～20年 

なお、取得価格10万円以上20万円未満の少額減価償却

資産については、３年間均等償却によっております。 

② 無形固定資産 

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。 

③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

① 社債発行費 

商法施行規則に定める期間（３年）による均等償却で

行っております。 

なお、社債償還期間が商法施行規則に定める期間に満

たないものは、社債償還期間で均等償却しております。 

② 社債発行差金 

社債償還期間で均等償却しております。 

③ 新株発行費 

―――― 

 

(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 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

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 

同 左 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同 左 

 

 

③ 長期前払費用 

同 左 

 

 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

① 社債発行費 

―――― 

 

 

 

② 社債発行差金 

―――― 

③ 新株発行費 

発生時に一括償却しております。 

 

(4) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同 左 
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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） 

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、支

給見込額に基づき当期に見合う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

る退職給付債務見込額及び年金資産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､各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しており

ます。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の役員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) 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。 

 

(6) ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たして

おりますので、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  金利スワップ 

・ヘッジ対象  借入金の利息 

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 ヘッジの有効性の評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有

効性の判定を省略しております。 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引に関する社内規定に基づき取引を行

っております。 

 

(7) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

② 賞与引当金 

同 左 

 

③ 退職給付引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

④ 役員退職慰労引当金 

同 左 

 

 

(5) リース取引の処理方法 

同 左 

 

 

 

(6) ヘッジ会計の方法 

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 ヘッジの有効性の評価の方法 

同 左 

 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

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 

① 消費税等の会計処理 

同 左 
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（会計処理の変更） 

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 

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。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合に比べ、

税引前当期純利益は81,515千円減少しております。 

なお、減損損失累計額につきましては、改正後の財務諸表等

規則に基づき減価償却累計額に含めて表示しております。 

 

該当事項はありません。 

 

 

（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３月法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以降

開始する事業年度より法人事業税に係る課税標準の一部が「付

加価値額」及び「資本等の金額」に変更されることになりまし

た。これに伴い、「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り扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第12号）に基づき、「付加価値額」及び

「資本等の金額」に基づき算定された法人事業税について、当

事業年度から損益計算書中の「販売費及び一般管理費」に含め

て表示しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は13,543千円増加し、営業

利益、経常利益及び当期純利益が、13,543千円減少しておりま

す。 

 

該当事項はありません。 
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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 関係会社に対する資産・負債 

   各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は

次のとおりです。 

買掛金                304,491千円 

支払手形               52,323千円 

 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対する保証として

次の資産を担保に供しております。 

   担保提供資産 

建物                 325,880千円 

土地                1,680,832千円 

貸与建物               93,386千円 

貸与土地                6,467千円 

投資有価証券             55,470千円 

計                2,162,036千円 

上記に対応する債務 

買掛金                               848,392千円 

支払手形                           1,779,738千円 

短期借入金                           104,000千円 

一年以内返済予定の長期借入金         590,775千円 

長期借入金                         1,242,052千円 

計                               4,564,958千円 

 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                     3,460,705千円 

受取手形裏書譲渡高          984,542千円 

 

４ 保証債務 

   下記の会社のリース会社に対するリース債務及び金融機

関に対する借入金に対して以下のとおり債務保証を行って

おります。 

   クリット㈱               11,863千円 

ダイドレ㈱              1,775,322千円 

計                 1,787,185千円 

 

※５ 会社が発行する株式 普通株式      12,000,000株 

   発行済株式数    普通株式       3,255,000株 

 

※６ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれておりま

す。 

 

 ７ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産が33,436千円増加し

ております。 

   なお、当該金額には商法施行規則第124条第３号の規定

により、配当に充当することが制限されております。 

 

※８  

―――― 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

   各科目に含まれる関係会社に対する主な資産及び負債は

次のとおりです。 

買掛金                276,181千円 

支払手形               37,634千円 

 

※２ 担保に供している資産 

   金融機関の借入金及び取引上の債務に対する保証として

次の資産を担保に供しております。 

   担保提供資産 

建物                 299,225千円 

土地                               1,552,296千円 

貸与建物                             107,782千円 

貸与土地                             135,004千円 

投資有価証券                         127,120千円 

計                               2,221,428千円 

上記に対応する債務 

買掛金                839,036千円 

支払手形                           1,965,261千円 

短期借入金                           140,000千円 

一年以内返済予定の長期借入金         560,582千円 

長期借入金                           896,670千円 

計                               4,401,550千円 

 

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                     1,517,584千円 

受取手形裏書譲渡高                 1,068,352千円 

 

４ 保証債務 

   下記の会社のリース会社に対するリース債務及び金融機

関に対する借入金に対して以下のとおり債務保証を行って

おります。 

クリット㈱                               8,827千円 

ダイドレ㈱                           1,186,189千円 

計                 1,195,016千円 

 

※５ 会社が発行する株式 普通株式      12,000,000株 

   発行済株式数    普通株式       3,969,000株 

 

※６           同 左 

 

 

 ７ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産が85,235千円増加し

ております。 

   なお、当該金額には商法施行規則第124条第３号の規定

により、配当に充当することが制限されております。 

 

※８ 自己株式数の保有数 

 普通株式   80株 
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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 

―――― 

 

※２ 固定資産の除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品                             170千円 

 

 

 

 

 

※３ 特別損失のその他の内容は次のとおりであります。 

会員権評価損                           6,950千円 

役員退職金                             2,000千円 

  計                                   8,950千円 

 

※４ 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ております。 

用途 場所 種類 金額（千円）

遊休資産 
静岡県 

長泉町 
土地 20,101

遊休資産 
長野県 

大町市 

土地 

建物 
39,681

貸与資産 
東京都 

青梅市 

土地 

建物 
18,119

貸与資産 
横浜市 

鶴見区 

土地 

建物 
3,612

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として

営業所を基本単位とし、遊休資産及び賃貸資産については

当該資産単独で資産のグルーピングをしております。地価

の継続的な下落により土地の時価が取得時に比べて大幅に

下落したため、将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額

を下回ることとなった資産グループについて、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（81,515

千円）として特別損失に計上しております。 

減損損失の内訳は、土地53,063千円（うち、貸与土地

7,836千円）、建物及び構築物28,452千円（うち、貸与建

物13,896千円）であります。当該資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額とし

ております。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを1.3%で割り引い

て算定しております。 

 

※１ 固定資産の売却損の内容は次のとおりであります。 

車輌運搬具                132千円 

 

※２ 固定資産の除却損の内容は次のとおりであります。 

建物                                   4,039千円 

構築物                                   543千円 

車輌運搬具                               163千円 

工具器具備品                             597千円 

計                                   5,343千円 

 

※３ 特別損失のその他の内容は次のとおりであります。 

会員権評価損                           1,320千円 

 

 

 

※４ 

―――― 
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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） 

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 

 
機械及び 

装置 

車両 

運搬具 

工具器具 

及び備品 
合計 

取得原価 

相当額 

（千円） 

20,112 150,816 251,652 422,581

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

12,016 85,284 113,257 210,558

期末残高 

相当額 

（千円） 

8,096 65,531 138,395 212,023

なお、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

み法によっております。 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内                68,055千円 

１年超                 143,968千円 

計                  212,023千円 

なお、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っております 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料                            67,639千円 

      減価償却費相当額                        67,639千円 

 

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。 

 

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 

 
機械及び

装置 

車両 

運搬具 

工具器具 

及び備品 
合計 

取得原価

相当額 

（千円）

13,344 195,166 254,908 463,419

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

7,056 97,970 137,402 242,430

期末残高

相当額 

（千円）

6,287 97,196 117,505 220,989

なお、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

によっております。 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内                                72,943千円 

１年超                                 148,046千円 

計                                   220,989千円 

なお、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っております。 

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料                            77,243千円 

減価償却費相当額                        77,243千円 

 

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。 

 
 
 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17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。 

 

当事業年度（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。 
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（税効果会計関係） 

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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （繰延税金資産） 

賞与引当金                38,983千円 

期末賞与                   30,282千円 

未払事業税                  23,880千円 

退職給付引当金                164,732千円 

役員退職慰労引当金              110,474千円 

会員権評価損                 62,001千円 

減損損失                   33,421千円 

その他                    18,658千円 

繰延税金資産合計               482,434千円 

 

 （繰延税金負債） 

合併資産受入                △17,906千円 

その他有価証券評価差額金          △23,235千円 

繰延税金負債合計              △41,141千円 

繰延税金資産の純額              441,293千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率と差異の主なも

の 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差

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。 

 

 

 

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （繰延税金資産） 

賞与引当金                  25,601千円 

期末賞与                   43,467千円 

未払事業税                  18,370千円 

退職給付引当金                168,213千円 

役員退職慰労引当金              113,284千円 

会員権評価損                  60,063千円 

減損損失                   32,420千円 

その他                    26,779千円 

繰延税金資産合計               488,200千円 

 

  （繰延税金負債） 

合併資産受入                △16,674千円 

その他有価証券評価差額金          △58,355千円 

繰延税金負債合計              △75,030千円 

繰延税金資産の純額              413,169千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率と差異の主なも

の 

法定実効税率                               40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目       1.5％

住民税均等割                                 4.4％

付帯税                                       0.1％

その他                                       0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率          46.6％
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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 

 

１株当たり当期純利益 

 

453円10銭 

 

95円97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、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

700円85銭 

 

113円44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、潜在株式が存在

しないため、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。 

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） 

損益計算書上の当期純利益（千円） 326,750 387,607 

普通株式に帰属しない金額（千円） 20,000 12,200 

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） （20,000） （12,200） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 306,750 375,407 

普通株式の期中平均株式数（千円） 3,196,150 3,309,310 

 

 

（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。 
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６．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 

  該当事項はありません。 

 


