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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 （記載金額は百万円未満切捨て）

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 3,838 38.3 530 204.8 526 261.2

17年３月期 2,774 158.6 173 － 145 －

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 405 113.5 11.80 11.65 10.5 8.7 13.7

17年３月期 190 － 6.80 － 8.1 4.7 5.3

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年３月期           33,370,511株 17年３月期 27,956,184株

③会計処理の方法の変更 有

④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 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 2.00 － 2.00 74 16.9 1.4

17年３月期 － － － － － －

 

(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 8,960 5,267 58.8 140.20

17年３月期 3,190 2,429 76.2 86.91

（注）①期末発行済株式数 18年３月期          37,489,026株 17年３月期 27,955,526株

②期末自己株式数 18年３月期      7,160株 17年３月期 4,478株

(4）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △4,030 △1 5,290 1,999

17年３月期 1,392 △1,074 △58 740

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

百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中間期 2,063 46 48 － － －

通　期 4,200 200 200 － 2.00 2.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 ７円15銭

※  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能なデータに基づき作成したものであります。実際の業績につ

きましては、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の４ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社は、企業集団を持たず、非連結の決算を行っております。従いまして下記の事業区分の全ての事業

を当社が行っており、事業内容は次のとおりであります。

 

(1) 繊維関連事業・・・・・・・主要な製品は絹撚糸の加工販売、合繊撚糸の加工販売、その他繊維製品販売であり

ます。

絹撚糸・・・・・・・・・当社で加工販売しております。

合繊撚糸・・・・・・・・当社で加工販売しております。

その他繊維製品・・・・・当社で販売しております。

(2) 保険関連事業 ・・・・・・ 当社で損保ジャパンの商品及びアメリカンファミリー生命保険の商品を販売して

おります。

 (3) 不動産関連事業 ・・・・・ 当社が賃貸事業、売買事業、並びに賃貸事業に関する匿名組合出資事業をおこなっ

ております。また、将来の賃貸・売買・流動化を目的とした開発事業も開始してお

ります。

(4) セキュリティ関連事業・・・当社が侵入防止用ウィンドウフィルム「Defense J」等の輸入・販売・施工を行っ

ております。

 

代理店 

得      意      先 

株式会社  上毛 

繊維加工・繊維製品販売･不動産関連事業 

生命保険販売・損害保険販売・セキュリティ商品販売 

絹撚糸 合繊撚糸 繊維製品 生命保険 損害保険 セキュリティ商品 

 
加工 
販売 

 
加工 
販売 

 
 
販売 

賃貸 
売買 
開発 

 
 
販売 

 
 
販売 

 
 
販売 

不動産関連 

 
 
販売 

匿名組合 

 
 
出資 

－ 2 －



２．経営方針
(1）経営の基本方針

 　当社はこの3年間、“より安定した収益力の確保”を目標に掲げ、創業以来の事業である繊維関連事業に替わる

収益の柱として不動産関連事業を発展させて参りました。平成16年３月期には、賃貸事業を本格的に開始し、17年

3月期には、売買事業や流動化事業を開始しました。また当期には、将来の賃貸・売買・流動化を目的とした開発

事業にも着手いたしました。この成果は、当期末の33期ぶりの復配達成へと結びついております。当社は今後も不

動産事業を中核として、さらなる収益拡大を図っていく方針であります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

 　当社は株主様の皆様に対する利益配分を最重要課題として位置づけ、未処理損失の解消を最優先事項とし収益構

造の再構築を図ってまいりました。その結果、当期末に未処理損失の解消を果たし、33期ぶりの復配を達成いたし

ました。

 　　　今後は、さらに収益の拡大を図り、株主様への利益配分の拡大に努めてまいりたいと考えております。しかし一

方で当社の不動産関連事業はまだ成長局面にあり、拡大のための資金需要は増すものと予想しております。そこで

当面は配当水準を据置くこととし、剰余を常に翌期の事業拡大のために投入させて頂きたいと考えております。

 　　　なお当社は、役員ならびに従業員に対してストックオプション(新株予約権)を付与しております。スタッフの士

気向上や優秀なスタッフを確保することが業績向上に寄与し、株主様への利益の拡大をもたらすという考えで制度

の導入を行っております。

(3）投資単位の切下げに関する考え方及び方針等

当社は、個人株主の増加を資本政策の重要な課題と考えております。この観点から判断いたしまして、当社の投

資単位は適切な範囲内であると認識しております。投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性を高めるこ

とにつながり株式市場の活性化のために有効な施策であるものとの認識に基づき、今後の株価の推移を観ながら必

要に応じて対処していきたいと考えております。 

(4）目標とする経営指標

 　　　当社は、株主投下資本利益率を高めることを最も重要な経営指標と考え、より高い収益力を持つ企業へ発展して

行くことを目指しております。今後の課題は、株主資本比率を適正に保ちつつ、株主投下資本利益率を向上させる

ことであると考えております。

(5）中長期的な経営戦略

 不動産関連事業に経営資源を集中し、規模ならびに質の拡大を図ることが、中期的に最も重要な経営戦略と考え

ております。また他部門の統廃合については、収益性や将来性を重視し見直しをしてまいります。

(6）会社の対処すべき課題

①不動産の事業環境の変化

　首都圏における不動産価格の上昇は、当期の当社にとっては追い風となりましたが、その反面で販売用不動産の

仕入価格の上昇につながっており、販売事業の利益率の悪化を招きかねません。この対策としては、仕入価格高騰

のダメージが小さい賃貸事業や流動化事業、開発事業の売上割合を増やしていく必要があります。また、首都圏以

外の市場での展開も必要不可欠です。これらの対策のための、資金調達の問題や流動化の推進が、今後の重要な課

題であると認識しております。

 ②管理基準一元化の推進

　当社は、短期間に業態変換を成功させましたが、その一方で管理基準がいささか多様化してしまったという反省

もあります。管理基準の一元化を推進し、より迅速な経営判断を可能にする環境整備が必要であると認識しています。

 ③企業の社会的責任の遂行

　当社は、社会の発展に寄与する商品およびサービスの提供はもとより、地球環境に配慮した事業活動や社会貢献

活動を推進していきたいと考えております。近年、企業の果たすべき役割や企業の社会的責任に対する関心が高ま

る中、当社は、様々なステークホルダーから今まで以上に信頼される企業を目指して、企業の社会的責任(CSR)へ

の取り組みを強化していくべきであると認識しております。

 ④企業の質を高める人材戦略の展開

　事業戦略を支える個と組織の質の向上に向け、コアとなる人材育成政策の充実、個人の成果をより反映させた賃

金・人事制度への変革、働き甲斐の持てる就労基盤づくりなど、人材マネジメントの強化に取り組み、企業の競争

力を一層高めてまいります。 

(7）親会社等に関する事項

 当社には親会社等は一切ありません。 

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

 該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1)経営成績

 当期におけるわが国経済は、原油高や海外経済などに不安を残しつつも、企業業績の好調を背景とした設備投資

の増加や,遅れがちであった個人消費が回復傾向を示すなど,内需主導の景気回復が鮮明となる状況で推移いたしま

した。また株式市場においても,企業業績の改善、海外からの資金流入により,株価はおおむね上昇トレンドで推移

いたしました。

 このような経済環境のもと、当社は不動産関連事業の売上高が前期に引き続き大幅に増加し、黒字基盤の確保と

財務体質の強化が実現したことにより、33期ぶりの復配が可能となる見通しとなりました。

当期の売上高は3,838百万円（前年同期比138.3％）、経常利益は526百万円（前年同期比361.2％）であります。

特別利益は貸倒引当金戻入益1百万円、特別損失は役員退職慰労引当金繰入損など118百万円であります。結果とし

て、当期純利益は405百万円（前年同期比213.5％）であります。 

 部門別の業績の状況は、次のとおりです。

 繊維関連事業の売上高は328百万円（前年同期比100.2％）となりました。このうち、絹撚糸販売売上は109百万

円（前年同期比100.4％）となり、和装業界全体の長引く不況や取引先の倒産などの影響を受けたものの、前年水

準を確保いたしました。合繊撚糸販売売上は198百万円（前年同期比106.7％）となり、安価な輸入品の流入に伴う

国内生産市場の低迷、撚糸加工費の低下などの影響を受けたものの、前年水準を上回りました。繊維製品販売売上

は、葬儀関係の贈答品市場の競争が激化に伴う商品単価の下落傾向が響き、20百万円（前年同期比63.1％）となり

ました。

 保険関連事業の売上高は70百万円（前年同期比94.4％）となりました。当期下半期より、成果主義的な給与体系

を取り入れたことで新規契約の獲得が増加しており、接続的な売上が確保できるという保険商品の特性上、次期以

降この成果が表れるものと予想しております。

 不動産関連事業の売上高は3,320百万円（前年同期比149.0％）で、2期連続の大幅な増収となりました。このう

ち、不動産販売売上は2,980百万円（前年同期比173.8％）となり、首都圏不動産マーケットの好況に支えられ高い

伸び率となりました。また、不動産賃貸売上は340百万円（前年同期比66.2％）となりました。この売上には不動

産流動化事業に係る匿名組合への出資に対する分配金14百万円が含まれておりますが、流動化関連の売上高は次期

からの大幅な増加を予定しております。なお、不動産事業拡大の迅速化を図るために、平成17年11月に広島県広島

市に西日本支社を開設いたしました。すでに賃貸用不動産を西日本にて取得しており、当期から業績に貢献し始め

ております。

 セキュリティ関連事業の売上高は121百万円（前年同期比85.1％）となりました。商品の認知度のアップに伴い、

管理コストの大幅な削減が図れたことにより、部門損益は黒字化を達成しております。

 次期の見通しにつきましては、繊維関連事業が320百万円、セキュリティ関連事業129百万円、保険関連事業で75

百万円、不動産関連事業3,676百万円とし、全社の売上高は4,200百万円、経常利益200百万円、税引後純利益200百

万円となっております。次期におきまして当社は、不動産関連事業の収益構造の改革に取組み、さらに強固な利益

体質の構築を図ってまいりたいと考えております。
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 (2)財政状態

 キャッシュ・フローの状況

当期における現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益410百万円を計上し、有価証券の

売却や投資事業組合からの出資金などで前期末に比べて1,258百万円増加しました。当期における各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果使用した資金は、4,030百万円でした。これは主に販売用不動産などの棚卸資産の購入により

3,337百万円、営業出資金の支出702百万円、前渡金の増加420百万円などの支出によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果回収した資金は、1百万円でした。これは主に有価証券の取得による支出211百万円、投資事業

組合への出資による支出75百万円などがある一方で貸付金の回収29百万円、投資事業組合からの配当金69百万円、

有価証券の売却による収入188百万円などによるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果調達した資金は5,290百万円となりました。これは主に短期借入金3,520百万円や長期借入金

1,070百万円、社債の発行による収入997百万円などにより調達したものであります。なお短期借入金の返済1,500

百万円や長期借入金の返済213百万円により一部が相殺されております。 

　当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。

 
 前事業年度

（平成17年３月期） 
 当事業年度

（平成18年３月期）

 自己資本比率 76.2 58.8

 時価ベースの自己資本比率 245.4 115.5

 債務償還年数 0.2年 ―　年 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 45.5 ―　倍 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※当社は、前々期（平成16年3月期）まで連結財務諸表を作成しておりましたので、個別のキャッシュ・フローは作成

しておりませんでした。このためキャッシュ・フローのトレンドは前期（平成17年3月期）から記載しております。

 ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債

のうち利子を支払っている全ての債務を対象としております。

 ※なお当事業年度における営業キャッシュ・フローがマイナスとなっているため債務償還年数及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオは表示しておりません。　　　
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(3)事業等のリスク

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下

のようなものがあります。

 なお、以下の記載において将来に関する事項は、この決算短信提出日現在(平成18年５月16日)において判断し

たものです。また、以下の記載は、当社株式への投資に関するリスク全てを網羅するものではありません。

①　繊維関連事業

 Ａ．撚糸製品の輸入自由化により、安価な輸入品の日本市場への流入が増加しこれにより売上高が減少する可

能性があります。

 Ｂ．原材料の仕入単価の上昇により売上利益率が低下する可能性があります。

 Ｃ．当社の外注先である撚糸業者の責めに帰すべき要因のより当社が納品した商品が、クレーム対象商品とな

り、その損害の補填を要求される可能性があります。

 　Ｄ．事業の恒常的な赤字を解消する目的で、事業所若しくは営業所の統廃合を行う可能性があります。

 Ｅ．撚糸加工業者の倒産や廃業により売掛債権や原材料の回収、高い特性の原材料の現金化が図れなくなる可

能性があります。

②　保険関連事業

 Ａ．売上拡大のため、営業社員を採用する場合、２ヶ月は研修期間を要するため一時的に事業損益が悪化する

可能性があります。

 Ｂ．保険業界への新規参入業者が増加し競争が激化することや、新商品の開発が遅れることによる保険契約の

成約件数の減少及び解約の増加につながる可能性があります。

 Ｃ．予期し得ない状況の変化により、保険会社との代理店契約が解消される可能性があります。

 Ｄ. 営業担当社員が保険代理店として独立するなどにより新たな社員を募集し営業活動をするまでの期間、社

員募集費用や社員教育費用の増加及び営業の成果を挙げるまでに時間を要するなどの要因により、一定期

間のわたり事業部損益が悪化する可能性があります。

③　不動産関連事業

 Ａ．借主が退去した後、速やかに新たな借主が入居しないことにより所謂「空き室リスク」を生じる可能性が

あります。

 Ｂ．今後の賃貸市場の動向によっては、新規契約の賃貸料や契約を更新する際の賃貸料が旧契約により賃貸料

よりも減少する可能性があります。

 Ｃ．地震・火災等の自然災害の発生により賃貸物件が利用不可能となる可能性があります。

 Ｄ．販売用不動産が経済状況の変化、当該不動産の瑕疵が新たに見つかることによりその価値が下落し予定し

ていた価格で販売できなくなる可能性があります。

 Ｅ．販売用不動産の買主の都合により売買契約が解除される可能性があります。

 Ｆ．販売した不動産にかかる瑕疵担保契約の履行により予期せぬ賠償請求を受ける可能性があります。

 Ｇ．不動産賃貸事業にかかる匿名組合出資の基本契約が変更されることや経済情勢の急激な変化等により、不

動産賃貸事業の収益が減少する可能性があります。

 Ｈ．開発案件が、経済状況の変化や営業状況などにより継続できず損害を受けることになる場合があります。

 Ｉ．取得した販売用不動産に多額の修繕費がかかるなど当初予想しなかった費用の支出により収益が減少する

恐れがあります。

 Ｊ．開発スケジュールの遅れから予定していた金融機関からの融資が受けられないなどの理由により用地の取

得が出来なくなることから決済に支障が生じ損害賠償を求められる可能性があります。

④　セキュリティ関連事業

 Ａ．新規参入業者の増加による競争が激化することで受注件数の減少・販売単価の切り下げを招く可能性があ

ります。

 Ｂ．予期し得ない状況の変化により、フィルム輸入先との日本国内独占販売契約の内容が変更あるいは契約が

解消される可能性があります。

 Ｃ．営業権の譲渡を受けるなど他社から譲り受けた商品などに関して旧顧客から苦情を受けるなどに対応する

ための経費の増加を招く可能性があります。

Ｄ. 外注委託先の技術的未熟さからお客様からクレームが発生し委託元である会社としての責任を問われるな

どの理由により管理コストが増加する可能性があります。

  Ｅ. 取扱商品の規格変更など法律の改正により保有する商品が販売できないためにこれを廃棄したり規格にあっ

た商品の仕入れのためコストが増加する可能性があります。

 Ｆ. 新たな資格を取得することが営業上の必要条件となった場合にその資格が取得できないなどにより営業活

動が制限され、一時的に管理コストの増加を招いたり、その間収益が減少するなどの可能性があります。
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４．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）

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 ※１  827,779   2,056,407  

２　受取手形   9,754   22,316  

３　売掛金   58,330   59,995  

４　有価証券   275   20,320  

５　販売用不動産
※１
※８

 1,147,034   4,484,788  

６　商品   68,071   56,235  

７　製品   7,505   5,255  

８　原材料   1,157   1,121  

９　仕掛品   5,376   7,902  

10　前渡金   12,812   420,000  

11　前払費用   11,414   8,933  

12　前払金   6,641   ―  

13　未収入金   1,822   9,295  

14　未収消費税等   ―   39,395  

15　預け金   ―   26,530  

16　営業出資金   ―   702,087  

17　その他   30,868   1,703  

貸倒引当金   △7,573   △5,403  

流動資産合計   2,181,271 68.4  7,916,887 88.4
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物 ※１ 537,219   537,219   

減価償却累計額  86,393 450,826  110,832 426,387  

(2）構築物  2,150   2,150   

減価償却累計額  2,020 130  2,028 122  

(3）機械装置  73,536   63,956   

減価償却累計額  69,859 3,676  60,758 3,197  

(4）車両運搬具  21,897   14,833   

減価償却累計額  17,478 4,419  12,356 2,476  

(5）工具、器具及び備品  13,617   13,624   

減価償却累計額  8,774 4,843  8,968 4,656  

(6）土地
※１
※８

 176,641   176,641  

有形固定資産合計   640,537 20.1  613,482 6.8

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア   9,344   7,070  

(2）電話加入権   1,656   1,656  

(3）営業権   ―   35,819  

無形固定資産合計   11,000 0.3  44,546 0.5

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  212,042   244,045  

(2）出資金   405   ―  

(3）破産債権、更生債権そ
の他これらに準ずる債
権

  33,547   34,330  

(4）長期前払費用   94,500   89,250  

(5）敷金保証金   50,134   51,490  

(6）その他   510   803  

貸倒引当金   △33,797   △34,580  

投資その他の資産合計   357,343 11.2  385,339 4.3

固定資産合計   1,008,881 31.6  1,043,368 11.6

資産合計   3,190,152 100.0  8,960,256 100.0
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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）

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   103,619   84,389  

２　短期借入金 ※１  100,000   2,120,000  

３　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  60,000   871,996  

４　未払金   17,854   16,816  

５　未払費用   2,795   8,784  

６　未払法人税等   8,409   15,185  

７　未払消費税等   23,771   ―  

８　前受金   39,545   7,220  

９　預り金   9,538   5,521  

10　前受収益   19   66  

11　賞与引当金   4,063   4,107  

12　その他   ―   50,040  

流動負債合計   369,617 11.6  3,184,129 35.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  135,000   179,674  

２　再評価に係る繰延税金負
債

※７  88,360   88,360  

３　繰延税金負債   22   181  

４　退職給付引当金   22,214   26,710  

５　役員退職慰労引当金   ―   116,273  

６　預り敷金保証金   145,203   96,954  

固定負債合計   390,800 12.2  508,153 5.7

負債合計   760,418 23.8  3,692,282 41.2
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  2,025,685 63.5  3,243,759 36.2

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金  392,092   1,607,147   

資本剰余金合計   392,092 12.3  1,607,147 17.9

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  2,500   2,500   

２　当期未処分利益
　　(△は未処理損失)

 △119,795   285,972   

利益剰余金合計   △117,295 △3.7  288,472 3.2

Ⅳ　土地再評価差額金 ※７  130,353 4.1  130,353 1.5

Ⅴ　その他有価証券評価差額金   33 0.0  267 0.0

Ⅵ　自己株式 ※３  △1,134 0.0  △2,027 0.0

資本合計   2,429,734 76.2  5,267,973 58.8

負債資本合計   3,190,152 100.0  8,960,256 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　製品売上高  38,230   45,365   

２　商品売上高  280,808   243,845   

３　不動産販売収入  1,715,319   2,980,847   

４　加工料収入  152,208   157,482   

５　不動産賃貸収入  513,574   340,009   

６　手数料収入  74,596 2,774,739 100.0 70,452 3,838,003 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　製品期首たな卸高  7,706   7,505   

２　商品期首たな卸高  97,046   68,071   

３　販売用不動産期首たな
　　卸高 

 ―   1,147,034   

４　当期製品製造原価  170,790   179,888   

５　当期商品仕入高  203,182   173,496   

６　当期不動産仕入高  2,736,744   5,649,307   

７　不動産賃貸原価  201,176   123,380   

計  3,416,646   7,348,683   

８　製品期末たな卸高  7,505   5,255   

９　商品期末たな卸高  68,071   56,235   

10　販売用不動産期末たな卸
高

 1,147,034 2,194,035 79.1 4,484,788 2,802,403 73.0

売上総利益   580,703 20.9  1,035,600 27.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  2,525   ―   

２　給料手当  118,604   118,591   

３　賞与引当金繰入額  4,063   4,107   

４　退職給付引当金繰入額  2,957   4,585   

５　役員退職慰労引当金
　　繰入額 

 ―   22,906   

６　法定福利費  17,773   17,232   

７　役員報酬  63,078   71,728   

８　支払報酬  23,976   25,501   

９　減価償却費  9,275   19,084   

10　租税公課  ―   27,558   

11　運送費  2,887   ―   

12　通信費  7,430   ―   

13　支払手数料  29,864   42,327   

14　貸倒引当金繰入額  13,220   ―   

15　その他  111,064 406,721 14.6 151,751 505,374 13.2

営業利益   173,981 6.3  530,225 13.8

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,586   7,834   

２　受取配当金  1,880   1,836   

３　出資金運用利益  9,451   ―   

４　事業組合投資利益  ―   49,926   

５　有価証券運用益  ―   1,814   

６　雑収入  4,619 17,537 0.6 828 62,240 1.6

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  30,571   31,856   

２　支払手数料  ―   14,794   

３　新株発行費償却  9,868   ―   

４　新株発行費  ―   15,952   

５　社債発行費  ―   2,418   

６　貸倒引当金繰入額  2,048   ―   

７　雑損失  3,151 45,639 1.6 534 65,556 1.7

経常利益   145,879 5.3  526,909 13.7
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益  34   ―   

２　投資有価証券売却益  134,782   ―   

３　貸倒引当金戻入益  ―   1,386   

４　その他特別利益 ※４ 5,055 139,872 5.0 ― 1,386 0.1

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却・除却損 ※１ 588   861   

２　減損損失 ※５ ―   1,259   

３　投資有価証券評価損  21,562   1,923   

４　投資有価証券売却損  18,515   ―   

５　過年度役員退職慰労引
　　当金繰入額

 ―   93,367   

６　退職給付会計基準変更時
差異償却額

 5,143   ―   

７　たな卸資産廃棄損 ※２ 6,473   3,989   

８　たな卸資産評価損 ※３ 29,194   ―   

９　建物解体費用  10,952   ―   

10　不正事故損失  ― 92,430 3.3 16,766 118,168 3.1

税引前当期純利益   193,322 7.0  410,128 10.7

法人税、住民税及び事業
税

  3,251 0.1  4,359 0.1

当期純利益   190,070 6.9  405,768 10.6

前期繰越損失   309,866   119,795  

当期未処分利益(△は
未処理損失)

  △119,795   285,972  
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製造原価明細書

  
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
（％）

材料費  20,750 12.4 29,677 16.3

労務費  ―  ―  

経費  146,183 87.6 152,737 83.7

（外注加工費）  (146,183) (87.6) (152,737) (83.7)

当期総製造費用  166,934 100.0 182,414 100.0

仕掛品期首たな卸高  9,232  5,376  

計  176,166  187,791  

仕掛品期末たな卸高  5,376  7,902  

当期製品製造原価  170,790  179,888  

　（注）　原価計算の方法は総合原価計算により、実際原価を算出しております。

不動産賃貸原価明細書

  
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
（％）

減価償却費  62,641 31.1 42,611 34.5

その他経費  138,534 68.9 80,768 65.5

合計  201,176 100.0 123,380 100.0
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  193,322 410,128

減価償却費  65,452 45,016

減損損失  ― 1,259

貸倒引当金の増加額(△は減少額)  7,619 △1,386

賞与引当金の増加額(△は減少額)  △1 43

退職給付引当金の増加額  7,213 4,496

役員退職給付引当金の増加額  ― 116,273

受取利息及び受取配当金  △3,466 △9,670

支払利息  30,571 31,856

社債発行費  ― 2,418

新株発行費  ― 15,952

新株発行費償却  9,868 ―

事業組合投資利益  ― △49,926

有価証券運用益  ― △1,814

投資有価証券売却益  △134,782 ―

投資有価証券売却損  18,515 ―

投資有価証券評価損  21,562 1,923

固定資産売却益  △34 ―

固定資産売却・除却損  588 861

売上債権の減少額(△は増加額)  31,099 △14,227

販売用不動産の増加  ― △3,337,754

たな卸資産の減少額  1,026,802 10,044

たな卸資産処分損  ― 3,989

未収消費税等の減少額(△は増加
額)

 37,545 △39,395

未払消費税等の増加額(△は減少
額)

 23,771 △23,771

営業出資金の増加額  ― △702,087

預り敷金の増加額(△は減少額)  764 △48,249

前渡金の増加額  △12,812 △420,000

前払金の減少額  23,358 6,641

仕入債務の増加額(△は減少額)  70,930 △6,416

敷金保証金の増加額  △13,891 ―

破産・更生債権の増加額  △3,417 △783

その他  22,603 4,764

小計  1,423,184 △3,999,813
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  3,473 9,508

利息の支払額  △30,414 △29,351

法人税等の支払額  △3,735 △11,217

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,392,507 △4,030,874

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △3,000 △600,000

定期預金の払戻による収入  ― 630,000

有価証券の取得による支出  ― △211,661

有価証券の売却による収入  ― 188,071

有形固定資産の取得による支出  △1,176,935 △2,804

有形固定資産の売却による収入  1,355 ―

無形固定資産の取得による支出  △8,000 △800

投資有価証券の取得による支出  △40,974 △1,189

投資有価証券の売却による収入  165,284 22,020

投資事業組合への出資による支出  ― △75,000

投資事業組合からの分配による収入  ― 69,544

営業の譲受による支出  ※２ ― △47,212

貸付けによる支出  △30,000 △1,006

貸付金の回収による収入  ― 30,250

その他  17,856 △1,243

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,074,413 △1,032

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  100,000 3,520,000

短期借入金の返済による支出  △98,400 △1,500,000

長期借入れによる収入  1,000,000 1,070,000

長期借入金の返済による支出  △1,060,000 △213,330

株式の発行による収入  ― 1,417,176

社債の発行による収入  ― 997,581

自己株式の取得による支出  △574 △892

財務活動によるキャッシュ・フロー  △58,974 5,290,534

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  259,119 1,258,628

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  481,659 740,779

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 740,779 1,999,407
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(4）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月29日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29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(△は未
処理損失)

  △119,795  285,972 405,768

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  ―  74,978   

２．役員賞与金  ―  12,000   

３．利益準備金積立  ― ― 8,800 95,778 95,778

Ⅳ　次期繰越利益(△は損失)   △119,795  190,194 309,990

 （注）　１株当たり配当金の内訳  

前事業年度 当事業年度

年間 中間 期末 年間 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

普通株式 0 00 0 00 0 00 2 00 0 0 2 00

（内訳）             

　　普通配当 0 00 0 00 0 00 2 00 0 00 2 00
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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）有価証券

①売買目的有価証券

─────

(1）有価証券

①売買目的有価証券

　　時価法(売却原価は移動平均法によ

り算定)採用しております。

 　②満期保有目的債券

　　償却原価法(定額法)を採用しており

ます。

　②満期保有目的債券

同左

 

 

 

　③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

（評価差額は部分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）を採用しております。

　③その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

　総平均法による原価法を採用してお

ります。
 

投資事業有限責任組合出資金

　当該投資事業有限責任組合の直近の

決算書の当社持分割合で評価しており

ます。

時価のないもの

同左

 
 

同左

 (2）たな卸資産

 ①商品、製品、原材料、仕掛品

 平均法による原価法を採用

 ②販売用不動産

 個別法による原価法を採用しておりま

す。　 

(2）たな卸資産

 　①商品、製品、原材料、仕掛品

 　　　　　　　　　同左

 　②販売用不動産

 　　　　　　　　　同左　

 

２　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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　15～50年

機械装置　　５～14年

車両運搬具　２～５年

　ただし、平成10年４月１日以降取得の

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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 

 

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

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　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　新株発行費は商法施行規則の規定に基づ

く最長期間（３年間）で均等償却しており

ます。

(1）新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

 (2）社債発行費  

―――――

(2）社債発行費 

　支出時に全額費用処理しております。 

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

　従業員の賞与金の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(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（25,719千

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。

(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の見込額

に基づき計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

─────

(4）役員退職慰労引当金

　　 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当期末要支給額を計上

しております。

５　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

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

(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

き方式によっており、控除対象外消費税及

び地方消費税は、当期の費用として処理し

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）匿名組合出資金

─────

(2）匿名組合出資金

　匿名組合出資金のうち、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

以外のものについては「出資金」としてお

ります。このうち、営業に係る出資金につ

いては「営業出資金」として流動資産の部

に計上し、個別法によっております。 

　なお、分配された損益については営業損

益に計上するとともに同額を営業出資金に

加減算することにより評価しております。
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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）

当連事業年度

（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」（企業会計企業会計基準委

員会　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前純利益が931千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

に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。

 

─────

（新株発行費）

　 当社は、従来から新株発行費につきましては、繰延資産

に計上し３年均等償却しておりましたが、事業内容が不動

産事業を中心として大きく変化したことや将来における金

融費用の負担の増加を考慮し、財務内容の一層の健全化を

図ることを目的として、当事業年度より支出時に全額を費

用として処理する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較

して、繰延資産が10,635千円減少し、営業費用が10,635千

円増加し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ10,635

千円減少しております。

 

─────

（役員退職慰労引当金）

　当社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用としており

ましたが、当事業年度より内規に基づく事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたし

ました。

　この変更は、内規の制定が当事業年度に行われたこと、

また、役員退職慰労引当金計上の会計慣行が定着している

ことを考慮し、役員退職慰労金を役員の在任期間にわたっ

て費用配分することによって、期間損益の適正化を図るた

めに行いました。

　この変更により、当事業年度発生額22,906千円は販売費

及び一般管理費に、過年度分相当額93,367千円は特別損失

に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益及び経常利益は22,906千円減少

し、税引前当期純利益は116,273千円減少しております。
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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）

（貸借対照表）

　前期において、投資その他の資産の「出資金」に含めて

おりました投資事業組合への出資（前期73,496千円）は、

証券取引法改正（平成16年12月１日施行）に伴い、「投資

有価証券」（当期55,819千円）に含めて表示しております。

（貸借対照表）

　前期において、流動資産の「その他」に含めておりまし

た預け金（前期50千円）は、資産総額の100分の１を超え

たため、「預け金」として区分掲記しております。

　前期において区分掲記しておりました「出資金」は、金

額的な重要性が低下したため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。

　なお、当期において「その他」に含まれている「出資

金」は405千円であります。

（損益計算書）

　前期において、販売費及び一般管理費の「福利厚生費」

に含めておりました法定福利費（前期19,544千円）は、明

瞭表示のため、当期において「法定福利費」として独立掲

記しております。

　この変更に伴い、福利厚生費（前期2,003千円、当期

1,840千円）は、金額的重要性が乏しいため、「その他」

に含めて表示しております。

　前期において、販売費及び一般管理費の「給料手当」に

含めておりました役員報酬（前期51,523千円）は、明瞭表

示のため、当期において「役員報酬」として独立掲記して

おります。

　前期において、販売費及び一般管理費の「支払手数料」

に含めておりました支払報酬（前期25,813千円）は、明瞭

表示のため、当期において「支払報酬」として独立掲記し

ております。

（損益計算書）

　前期において、区分掲記しておりました広告宣伝費（当

期16,398千円）、運送費（当期2,515千円）及び通信費（当

期7,401千円）の科目については、金額的重要性が低下し

たため、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示

しております。

　前期において、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租税公課（前期15,806千円）は、

販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたため、

「租税公課」として区分掲記しております。

　前期において、営業外収益の「出資金運用利益」として

表示しておりました投資事業有限責任組合の運用利益は、

明瞭表示の観点から、当期より「事業組合投資利益」とし

て表示しております。

　前期において、営業外費用の「雑損失」に含めておりま

した支払手数料（前期2,857千円）は、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため、「支払手数料」として区分掲

記しております。

 

─────

（キャッシュ・フロー計算書）

　前期において、営業活動によるキャッシュ・フローの

「たな卸資産の増加（減少）額」に含めて表示しておりま

した販売用不動産の増減額は、明瞭表示の観点から、当期

より「販売用不動産の増加（減少）額」として区分掲記し

ております。

　なお、前期における「たな卸資産の減少額」に含まれる

販売用不動産の増加額は1,147,034千円であります。

　前期において、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて純額表示しておりました投資事業有限

責任組合への出資に係るキャッシュ・フローは、明瞭表示

の観点から当期より「投資事業組合への出資による支出」

及び「投資事業組合からの分配による収入」として区分掲

記しております。

　なお、前期における「投資事業組合への出資による支

出」は△26,557千円、「投資事業組合からの分配による収

入」は０円であります。
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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5,158千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、5,158千円

減少しております。

 

─────

（所有目的の変更）

　所有目的の変更により建物から販売用不動産へ1,222,599

千円、構築物から販売用不動産へ890千円、土地から販売

用不動産へ803,844千円、借地権から販売用不動産へ

110,978千円振替えております。

 

─────

 

─────

（売買目的有価証券）

　当期より一定の資金量の範囲内で、専任担当者による有

価証券の売買業務を開始しております。

 

─────

（営業出資金）

　当期より有限会社シルバーファーンとの間で旧商法第535

条に規定する匿名組合契約を締結しております。この契約

により当期は、不動産賃貸収入14,080千円を計上しており

ます。

 

─────

（社債発行費）　

　直近の発行である平成13年３月期の社債発行費は、商法

に定める最長期間（３年間）で均等償却しておりましたが、

当時と比べ当社をとりまく経営環境が大きく変化し早期に

財務内容の健全化を図ることが望ましいことから、当期に

発行した社債の発行費2,418千円は一括償却しております。

　直近と同様の会計処理（３年間均等償却）を採用した場

合に比べ、当期の社債発行費償却は1,612千円増加し、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しており

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　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 794,123

計 845,123

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 1,220,057

建物 8,935

土地 125,967

 計 1,405,960

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 135,000

１年以内返済予定の長期借入金 60,000

計 295,000

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 179,674

１年以内返済予定の長期借入金 871,996

計 1,151,670

※２　授権株式数及び発行済株式数  

　　  発行する株式の総数 普通株式  52,000,000株

発行済株式数 普通株式 27,960,004株

※２　授権株式数及び発行済株式数  

授権株式数 普通株式 110,000,000株

発行済株式数 普通株式 37,496,186株

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,478株

であります。

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,160株で

あります。

　４　受取手形割引高 千円

 1,718

　４　受取手形割引高 千円

 ―

　５　偶発債務 

─────

　５　偶発債務

　   当社が匿名組合契約(ホテルマイステイズ舞浜・フレッ

クステイ神田)により出資する匿名組合の営業者たる有

限会社(以下「借入人」という)が、金融機関(以下「貸

付人」という)からノンリコース条件のローンによる資

金調達2,942,692千円(平成18年3月31日残高2,913,792千

円)を行うことに関連し、当社は貸付人であるニュー・

センチュリー・ファイナンス株式会社との間に匿名組合

出資のスポンサーとして損害担保契約を締結し、借入人、

ホテルオペレーター、アセットマネージャー及びスポン

サー並びにそれらの社員、役員・従業員等の詐欺行為や

故意・重過失による不法行為があった場合など、一定の

事由により貸付人に損害等が発生した場合に、ノンリ

コース条件の例外として、当社は、借入人が責任財産又

はそれを換価して得た対価により当該損害等を補償でき

なかった部分について貸付人に対し補填する補償責任を

負っております。

　６　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33千円であります。

　６　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267千円でありま

す。
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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）

 ※７　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）及び土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公

布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。なお、評価差額については、当該評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として資本の部に計上しております。

 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４号に定める路線価に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日  平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における
58,921千円

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

 ※７　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）及び土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公

布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行って

おります。なお、評価差額については、当該評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として資本の部に計上しております。

 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４号に定める路線価に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日  平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における
71,727千円

時価と再評価後の帳簿価額との差額 

　８　平成14年６月27日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。

　８　　　　　　　　 ─────

 千円

資本準備金 1,281,628

利益準備金 58,760

計 1,340,388

　９　資本の欠損の金額は120,929千円であります。 　９　　　　　　　　 ─────　　　　　　　　
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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・除却損の内容は次のとおりでありま

す。

※１　固定資産売却・除却損の内容は次のとおりでありま

す。

 千円

機械装置 435

車両運搬具 103

工具器具備品 50

計 588

 千円

機械装置 479

車両運搬具 170

工具器具備品 211

計 861

※２　たな卸資産廃棄損の内容は次のとおりであります。 ※２　たな卸資産廃棄損の内容は次のとおりであります。

 千円

商品 6,473

 千円

商品 3,989

※３　たな卸資産評価損の内容は次のとおりであります。 ３　　　　　　　　 ─────

 千円

原材料 289

製品 1,822

商品 27,082

計 29,194

※４　その他特別利益の内容は次のとおりであります。 　４　　　　　　　　 ─────

 千円

精算子会社の残預金の入金 4,701

その他 354

計 5,055

 　５　減損損失　　　

─────

 ※５　減損損失

 当期において、当社は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

事業部 種類
金額

（千円）

 繊維関連事業

 車輛運搬具

 工具器具備品

406

27

 計 434

 セキュリティ関連

 事業

 車輛運搬具

 工具器具備品

425

399

 計 825

 合計 1,259

（経緯）

　取扱商品の価額や加工賃の下落が著しく、部門損益の回

復の見込みがないため減損損失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

　原則として事業部ごとに、また繊維関連事業部について

は、各営業所ごとにグルーピングを実施しております。

（回収可能価額の算定方法等）　

  回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を使用

しておりますが、時価の算定にあたっては、車輌運搬具及

び工具器具備品ともに老朽化が著しく時価を算定すること

が困難であるため、時価は零（０円）としております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

 千円

現金及び預金勘定 827,779

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △87,000

現金及び現金同等物 740,779

 千円

現金及び預金勘定 2,056,407

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000

現金及び現金同等物 1,999,407

※２

―――――

※２　当事業年度に営業の譲受により増加した資産の内容

  千円

商品 2,439

営業権 44,773

営業権の譲受による支出 47,212

　３

―――――

　３　重要な非資金取引の内容

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使

  千円

新株予約権の行使による資本金

増加額 
501,445

新株予約権の行使による資本準備金

増加額 
498,554

 1,000,000
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①　リース取引

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

　リース取引は事業内容に照らして重要性が乏しく契約１

件当たりのリース料総額も300万円を超えるものがないた

め、記載を省略しております。

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

同左

②　有価証券

１　売買目的有価証券  

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額（千円）

20,044 △9,274

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 区分

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）

貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）
貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

(1）国債・地方債等 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184

(2）社債 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

(2）社債 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 14,961 15,274 313 14,966 15,151 184

３　その他有価証券で時価のあるもの

 区分

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）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 ― ― ― ― ― ―

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 116 173 56 2,431 2,880 448

小計 116 173 56 2,431 2,880 448

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 140,317 108,443 △31,874 138,616 105,395 △33,221

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 140,317 108,443 △31,874 138,616 105,395 △33,221

合計 140,434 108,616 △31,817 141,048 108,275 △32,772

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
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３　前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

内容
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）

売却額（千円） 165,284 22,020

売却益の合計額（千円） 134,782 ―

売却損の合計額（千円） 18,515 ―

（注）　当事業年度中の売却は、双方協議の上帳簿価額によるものであるため、損益は生じておりません。

４　時価のない有価証券の内容

内容
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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

ＭＭＦ 275 275

非上場株式 32,645 10,625

その他 55,819 110,178

　（注）　前事業年度における表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、減損処理額は430千円であります。

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前事業年度（平成17年３月31日）

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

１　債券     

国債 ― ― 14,961 ―

社債 ― ― ― ―

合計 ― ― 14,961 ―

当事業年度（平成18年３月31日）

 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

１　債券     

国債 ― ― 14,966 ―

社債 ― ― ― ―

合計 ― ― 14,966 ―

③　デリバティブ取引

　前事業年度及び当事業年度において該当事項はありません。
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④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度を採用しております。

　なお、退職給付債務の算出にあたっては、簡便法を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成17年３月31日現在）
当事業年度

（平成18年３月31日現在）

(1）退職給付債務 22,214千円 26,710千円

(2）会計処理基準変更時差異の未処理額 ― 千円 ― 千円

(3）退職給付引当金　(1)－(2) 22,214千円 26,710千円

３　退職給付費用に関する事項

 

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）

退職給付費用   

(1）勤務費用 2,957千円 4,758千円

(2）会計処理基準変更時差異の費用処理額 5,143千円 ― 千円

(3）退職給付費用　(1)＋(2) 8,101千円 4,758千円

４　退職給付債務の計算基礎

 
前事業年度

（平成17年３月31日現在）
当事業年度

（平成18年３月31日現在）

(1）会計処理基準変更時差異の処理年数 ５年 　　― 年
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⑤　税効果会計

 
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 千円 千円

貸倒引当金超過額 11,264 13,773

退職給付引当金超過額 8,974 10,790

役員退職慰労引当金超過額 ― 46,974

賞与引当金超過額 1,641 1,659

投資有価証券評価損否認 13,270 13,656

たな卸資産評価損否認 11,794 ―

販売用不動産減価償却額否認 ― 24,229

固定資産減価償却超過額 ― 9,104

その他 7,253 5,155

繰越欠損金 465,978 225,948

小計 520,177 351,292

評価性引当金 △520,177 △351,292

合計 ― ―

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 22 181

合計 22 181

繰延税金負債の純額 22 181

  

(注) 前事業年度において「その他」

に含めて表示しておりました

以下の項目については、重要

性が増加したため掲記してお

ります。

「販売用不動産減価償却否

認」（5,771千円）

「固定資産減価償却超過額」

（1,315千円）

２　再評価に係る繰延税金負債の内訳   

繰延税金負債 千円 千円

再評価に係る繰延税金負債 88,360 88,360

再評価に係る繰延税金負債の純額 88,360 88,360

３　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間の差異に関する

項目別内容

　上記のとおり、税効果会計は繰延

税金資産等に対して全額評価性引当

金を計上しているため、法定実効税

率と税効果適用後の法人税等の負担

率との差異の原因は開示しておりま

せん。

同左

⑥　持分法損益等

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

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。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 麻生正紀 ― ―

当社代表

取締役社

長

㈱シル

バーライ

フ代表取

締役社長

（被所有）

直接 0.0
― ―

㈱シルバーラ

イフへの従業

員出向料の支

払（注）３

3,360 未払金 294

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）４

2,400 未払金 210

㈱シルバーラ

イフへの建物

修繕費等の支

払

1,265 未払金 308

　（注）１　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　当社代表取締役社長麻生正紀が第三者のため行った取引であります。

３　従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。

４　車両の賃借料及び建物修繕費等の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定しております。

５　前連結会計年度の関連当事者との取引については、連結財務諸表において注記しております。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 麻生正紀 ― ―

当社代表

取締役社

長

㈱シル

バーライ

フ代表取

締役社長

（被所有）

直接 0.0
― ―

㈱シルバーラ

イフへの従業

員出向料の支

払（注）３

3,360 未払金 294

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）４

2,400 未払金 210

投資有価証券

の譲渡 
22,020 ─ ―

短期債権の譲

渡
30,000 ─ ―

主要株主

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社

極東建設㈱
 山口県

 下関市
―  建設業 ― ― ―

販売用不動産

の仕入
710,000 ─ ―

極東建設㈱か

らの出向者に

かかる従業員

出向料の支払

1,703 ─ ―

事務用備品賃

借料の支払
453 ─ ―

　（注）１　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　当社代表取締役社長麻生正紀が第三者のため行った取引であります。

３　従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。

４　車両及び事務用備品の賃借料の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定しております。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 86円91銭

１株当たり当期純利益 ６円80銭

１株当たり純資産額 140円20銭

１株当たり当期純利益 11円80銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
11円65銭

　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、希薄化効果を有している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（△は純損失）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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 190,070 405,768

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 12,000

（うち利益処分による役員賞与金）  (―) (12,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 190,070 393,768

期中平均株式数（株） 27,956,184 33,370,511

当期純利益調整額 ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の内訳（株） 
 ―

 新株予約権 187,954

 新株予約権付社債 237,607

普通株式増加数（株） ― 425,561

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

旧商法第280条ノ19第１項の規定に

基づく新株引受権１種類（普通株

式86千株） 

同左

 

 

　なお、平成17年７月31日で権利

行使期間が終了しております。

（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）

　当社は、有限会社シルバーファーンとの間で、(1）舞浜

不動産物件（千葉県浦安市鉄鋼通り３丁目所在の浦安舞浜

ホテル）及び(2）神田不動産物件（東京都千代田区岩本町

１丁目所在のフレックステイ神田）のそれぞれに関する匿

名組合契約を締結するための基本合意契約を締結し、平

成17年６月27日に総額169,874千円の手付金の支払いをい

たしました。

　匿名組合契約の締結は、舞浜物件は、平成17年７月中旬、

神田物件は、平成17年12月中旬頃の予定であります。

　なお上記の匿名組合契約への出資については、平成17年

６月14日開催の取締役会で決議いたしました。

　両匿名組合契約の締結が完了いたしますと総額669,671

千円を出資する予定であります。

 

─────
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

品目別
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

繊維関連（千円） 305,106 105.3

合計（千円） 305,106  

　（注）　１．金額は販売価格によっております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

品目別

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

繊維関連（千円） 281,806 110.9 45,801 173.6

合計（千円） 281,806 110.9 45,801  

　（注）　１．金額は販売価格によっております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

品目別
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

繊維関連（千円） 328,802 100.2

保険関連（千円） 70,407 94.4

不動産関連（千円） 3,317,094 148.8

セキュリティ関連（千円） 121,699 85.1

合計（千円） 3,838,003  

　（注）　１．主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱フレックステイ・エス

テート
456,762 16.5 ― ―

㈱光明 406,458 14.6 169,533 4.4

㈱アーバンコーポレイショ

ン 
― ― 1,320,000 34.7

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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。
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