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決算取締役会開催日 平成18年５月19日 中間配当制度の有無 有

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．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 （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 ％

18年３月期 8,920 △12.5 407 △25.1 229 △28.4

17年３月期 10,193 △14.9 543 10.5 320 28.0

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 △64 － △2 15  － △0.9 0.9 2.6

17年３月期 △427 － △14 25  － △5.8 1.2 3.1

（注）①期中平均株式数 18年３月期 29,963,770株 17年３月期 29,973,067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 （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。

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 0 00 0 00 0 00 － － －

17年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

(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

18年３月期 26,151 6,938 26.5 231 58

17年３月期 24,959 6,995 28.0 233 42

（注）①期末発行済株式数 18年３月期  29,959,791株 17年３月期 29,967,929株

②期末自己株式数 18年３月期 40,209株 17年３月期 32,071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 4,240 80 340 0 00 　― 　―

通　期 8,570 210 390 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13円　02銭

※　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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料の４ページをご参照下さい。
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５．個別財務諸表
(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）
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 1,852,847 1,110,525 △742,321

２．受取手形 ※1.5 578,267 467,262 △111,005

３．売掛金 ※５ 2,385,726 1,955,680 △430,045

４．有価証券 ※１ － 400,081 400,081

５．商品 778,601 712,755 △65,845

６．前払費用 36,061 22,299 △13,761

７．繰延税金資産 170,532 250,267 79,735

８．その他 329,161 128,991 △200,170

　　貸倒引当金 △35,540 △2,040 33,500

流動資産合計 6,095,658 24.4 5,045,826 19.3 △1,049,832

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 7,739,851 7,354,653  

減価償却累計額 △2,998,265 4,741,585 △2,920,263 4,434,390 △307,195

(2）構築物 762,579 761,791  

減価償却累計額 △544,456 218,122 △570,351 191,440 △26,682

(3）機械及び装置 324,813 274,167  

減価償却累計額 △280,507 44,305 △248,439 25,728 △18,577

(4）車両運搬具 6,078 6,078  

減価償却累計額 △4,362 1,715 △4,910 1,168 △547

(5）工具、器具及び

備品
125,443 89,484  

減価償却累計額 △104,792 20,650 △77,380 12,103 △8,547

(6）土地 ※２ 8,808,419 12,453,957 3,645,538

(7）建設仮勘定  248,744 65,783 △182,960

有形固定資産合計 14,083,544 56.4 17,184,573 65.7 3,101,028
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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 40,000 － △40,000

(2）商標権 24,344 19,350 △4,993

(3）商標利用権 243,618 146,170 △97,447

(4）ソフトウェア 660 388 △272

(5）その他 1,754 1,754 －

無形固定資産合計 310,378 1.3 167,665 0.6 △142,713

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 1,745,667 1,360,715 △384,952

(2）関係会社株式 265,920 155,920 △110,000

(3）出資金 487 487 －

(4）関係会社出資金 289,094 399,014 109,920

(5）長期貸付金 19,243 13,003 △6,240

(6）従業員長期貸付

金
2,912 － △2,912

(7）関係会社長期貸

付金
1,539,000 1,332,500 △206,500

(8）破産更生債権等 1,072,762 1,048,026 △24,735

(9）長期前払費用 2,570 3,094 524

(10）繰延税金資産 490,641 421,956 △68,684

(11）その他 123,117 151,698 28,580

　　貸倒引当金 △1,081,453 △1,133,419 △51,965

投資その他の資産

合計
4,469,964 17.9 3,752,998 14.4 △716,966

固定資産合計 18,863,887 75.6 21,105,236 80.7 2,241,349

資産合計 24,959,545 100.0 26,151,062 100.0 1,191,516
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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  663,503 865,405 201,902

２．買掛金  1,090,993 726,441 △364,551

３．短期借入金 ※１ 5,566,600 7,187,400 1,620,800

４．１年内返済予定長

期借入金
※１ 908,284 870,200 △38,084

５．未払金  6,122 112,389 106,267

６．未払費用  158,499 119,963 △38,536

７．未払法人税等 8,391 11,336 2,945

８．前受金 ※１ 269,487 166,225 △103,261

９．預り金 15,960 31,374 15,414

10．賞与引当金 27,031 28,290 1,259

11．その他 38,387 28,816 △9,571

流動負債合計 8,753,259 35.1 10,147,842 38.8 1,394,583

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 3,056,864 2,939,000 △117,864

２．預り保証金 ※1.5 2,880,965 2,851,206 △29,758

３．再評価に係る繰延

税金負債
※２ 3,119,921 3,106,173 △13,747

４．退職給付引当金  153,424 129,883 △23,541

５．債務保証損失引当

金
－ 38,910 38,910

固定負債合計 9,211,175 36.9 9,065,174 34.7 △146,001

負債合計 17,964,435 72.0 19,213,017 73.5 1,248,582

 

－ 34 －



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 ※３ 1,500,000 6.0 1,500,000 5.7 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 503,270 503,270  

２．その他資本剰余金  

自己株式処分差益 81 81  

資本剰余金合計 503,351 2.0 503,351 1.9 －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 375,000 375,000  

２．当期未処分利益 59,319 14,919  

利益剰余金合計 434,319 1.7 389,919 1.5 △44,400

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２ 4,546,863 18.2 4,526,827 17.3 △20,035

Ⅴ　その他有価証券評価

差額金
13,109 0.1 22,085 0.1 8,976

Ⅵ　自己株式 ※４ △2,534 △0.0 △4,140 △0.0 △1,606

資本合計 6,995,110 28.0 6,938,045 26.5 △57,065

負債資本合計 24,959,545 100.0 26,151,062 100.0 1,191,516
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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  

１．売上高 8,746,045 7,534,158  

２．営業賃貸・役務収入 1,447,377 10,193,423 100.0 1,385,960 8,920,119 100.0 △1,273,304

Ⅱ　売上原価  

１．期首商品たな卸高 957,223 778,601  

２．当期商品仕入高 7,723,754 6,754,005  

合計 8,680,978 7,532,607  

３．他勘定振替高 ※２ 11,608 15,368  

４．期末商品たな卸高 778,601 712,755  

５．営業賃貸・役務原価 556,997 8,447,765 82.9 518,593 7,323,076 82.1 △1,124,688

売上総利益 1,745,657 17.1 1,597,042 17.9 △148,615

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３ 1,201,741 11.8 1,189,688 13.3 △12,053

営業利益 543,915 5.3 407,353 4.6 △136,562

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  20,384 21,807  

２．受取配当金 ※１ 75,244 115,444  

３．その他 4,737 100,365 1.0 7,559 144,811 1.6 44,445

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 295,778 287,095  

２．退職給付会計基準変
更時差異処理額

24,594 24,594  

３．その他 3,729 324,102 3.2 11,234 322,924 3.6 △1,178

経常利益 320,178 3.1 229,240 2.6 △90,938

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 120,414 －  

２．固定資産売却益 ※４ － 97,032  

３．土地売却益 2,787 －  

４．投資有価証券売却益 621,559 744,762 7.3 8,621 105,654 1.2 △639,108
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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）

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損 ※５ 1,553,395 34,409  

２．減損損失 ※６ － 98,908  

３．土壌改良費  － 95,821  

４．たな卸資産処分損  84,361 15,446  

５．関係会社株式評価損 67,999 110,000  

６．貸倒引当金繰入額 － 22,915  

７．債務保証損失引当金
　　繰入額

－ 38,910  

８．役員退職慰労金 38,325 －  

９．その他 ※７ 38,300 1,782,381 17.4 9,764 426,176 4.8 △1,356,204

税引前当期純損失 717,440 △7.0 91,281 △1.0 626,158

法人税、住民税及び
事業税

4,190 4,111  

法人税等調整額 △294,499 △290,309 △2.8 △30,957 △26,846 △0.3 263,463

当期純損失 427,130 △4.2 64,435 △0.7 362,694

前期繰越利益又は前
期繰越損失（△）

△823,478 59,319 882,798

土地再評価差額金取
崩額

1,309,929 20,035 △1,289,893

当期未処分利益 59,319 14,919 △44,400

 

(3）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
（株主総会開催日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 59,319 14,919

Ⅱ　次期繰越利益 59,319 14,919
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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）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

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）

(3）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．デリバティブの評価基準 時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

総平均法による原価法 同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　営業用賃貸資産及び同関連資産は主と

して定額法だが一部定率法によっている。

その他の有形固定資産については定率法

によっている。

　なお、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、全て定額法を採用している。

　また、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

建物　　　15～50年

構築物　　10～30年

(1）有形固定資産

　営業用賃貸資産及び同関連資産は主と

して定額法だが一部定率法によっている。

その他の有形固定資産については定率法

によっている。

　なお、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、全て定額法を採用している。

　また、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。

建物　　　３～50年

構築物　　10～30年

(2）無形固定資産

　定額法を採用している。

　なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいている。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　役務の提供を受ける期間に応じて償却

する方法を採用している。

(3）長期前払費用

同左

５．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

益として処理している。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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

額を計上している。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額を計上している。

(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、当事

業年度末における退職給付債務見込額に

基づき計上している。

　なお、退職給付債務の算定は簡便法に

よっている。

　会計基準変更時差異は、15年による按

分額を費用処理している。

(3）退職給付引当金

同左

(4）　　　 　────── (4）債務保証損失引当金

　債務保証等の履行による損失に備える

ため、被保証先の財政状態等を勘案し、

損失負担見込額を計上している。

７．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いる。

同左

８．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いる。

　なお、為替予約については振当処理の

要件を満たしている場合は振当処理を、

金利スワップについては特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用し

ている。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 長期借入金

為替予約 外貨建債務

同左

(3）ヘッジ方針

　為替及び金利等相場変動に伴うリスク

の軽減、資金調達コストの低減を目的に

通貨及び金利に係るデリバティブ取引を

行っている。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　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

ロー変動の累計を半期ごとに比較し、両

者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価している。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略している。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

９．消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は税抜方式によって

いる。

同左
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会計処理方法の変更

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）

────── （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）を適用している。これにより税

引前当期純損失は98,908千円増加している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

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）

　「有価証券」は、前期において、流動資産の「その他」

に含めて表示していたが、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記した。

　なお、前期末の「有価証券」は109,999千円である。
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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）

────── （土地の譲渡）

１．平成17年２月25日開催の取締役会において、財務体質

の改善を図るため、土地の譲渡・引渡しを行うことを

決議した。内容は次のとおりである。 

(1）譲渡資産

静岡県駿東郡清水町玉川字壱町田24番１他の一部

土地約19,900㎡

(2）譲渡先

大和ハウス工業㈱

(3）譲渡価格

1,655,431千円

(4）譲渡契約締結日及び譲渡・引渡し予定

譲渡契約締結日：平成17年８月10日

譲渡・引渡し予定：平成18年５月末

(5）この土地の譲渡・引渡しに伴い、特別利益372,000

千円（概算）を計上する予定である。

　なお、当該土地の譲渡については、平成17年２月25

日付で締結した不動産売買契約を平成17年８月10日付

で合意解約し、同日付で大和ハウス工業㈱と新たに売

買契約を締結している。譲渡・引渡しに予定について

は、当初の平成17年７月末から平成18年２月末に変更

したが、再度平成18年５月末に変更している。

２．平成18年３月31日開催の取締役会において、財務体質

の改善を図るため、土地の譲渡・引渡しを行うことを

決議した。内容は次のとおりである。

(1）譲渡資産 

静岡県駿東郡清水町玉川字壱町田24番１の一部

土地13,224㎡

(2）譲渡先　　

㈱エンチョー　　

(3）譲渡価格　　

1,000,000千円　　

(4）譲渡契約締結日及び譲渡・引渡し予定　　　　

譲渡契約締結日：平成18年３月31日

譲渡・引渡し予定：平成18年９月末

(5）この土地の譲渡・引渡しに伴い、特別利益118,000

千円（概算）を計上する予定である。
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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 ※１．担保資産

現金及び預金（預金） 742,356千円

受取手形 394,993千円

有形固定資産

建物 4,700,464千円

構築物 217,205千円

土地 8,709,114千円

計 13,626,783千円

投資有価証券 1,414,864千円

担保対応債務

短期借入金 5,331,600千円

１年内返済予定長期借入金 908,200千円

前受金 200,000千円

長期借入金 3,054,200千円

預り保証金 1,750,000千円

　なお、担保資産の土地のうち、203,611千円は高

田三東スーツ㈱の借入金231,706千円の物上保証に

供している。

現金及び預金（預金） 404,284千円

受取手形 314,620千円

有価証券 400,081千円

有形固定資産

建物 4,396,954千円

構築物 188,900千円

土地 12,414,095千円

計 16,999,950千円

投資有価証券 930,472千円

担保対応債務

短期借入金 7,187,400千円

１年内返済予定長期借入金 870,200千円

長期借入金 2,939,000千円

預り保証金 1,750,000千円

　なお、担保資産の土地のうち、203,611千円は高

田三東スーツ㈱の借入金185,932千円の物上保証に

供している。

※２．「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）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該評価差額のうち税金相当額を「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

上している。

※２．「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）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該評価差額のうち税金相当額を「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

上している。

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「地価税

法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を

行って算出している。

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「地価税

法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価格を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算出した価額」に合理的な調整を

行って算出している。

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

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

1,777,443 千円

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

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額

2,001,274 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）

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 96,000,000株

発行済株式総数 普通株式 30,000,000株

授権株式数 普通株式 96,000,000株

発行済株式総数 普通株式 30,000,000株

※４．自己株式 普通株式 32,071株 ※４．自己株式 普通株式 40,209株

※５．関係会社に対する主な資産及び負債 ※５．関係会社に対する主な資産及び負債

受取手形及び売掛金 570,533千円

預り保証金 692,768千円

受取手形及び売掛金 586,248千円

預り保証金 691,268千円

６．保証債務

　関係会社等の借入金及び商業手形割引等に対し次の

とおり保証を行っている。

６．保証債務

　関係会社等の借入金及び商業手形割引等に対し次の

とおり保証を行っている。

大東紡寝装㈱ 171,000千円

新潟大東紡㈱ 141,525千円

高田三東スーツ㈱ 112,664千円

㈱キノエネ 34,000千円

㈱シルベッティ 18,200千円

計 477,389千円

大東紡寝装㈱ 173,000千円

新潟大東紡㈱ 80,440千円

高田三東スーツ㈱ 111,676千円

㈱キノエネ 28,500千円

㈱シルベッティ 5,300千円

計 398,916千円

７．　　　　　　　　────── ７．受取手形割引高　　　　　　　　　　 16,091千円

８．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、13,109千円

である。

  また、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する

法律第７条の２第１項の規定により、配当に充当する

ことが制限されている。

８．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、22,085千円

である。

  また、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する

法律第７条の２第１項の規定により、配当に充当する

ことが制限されている。
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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．関係会社との取引にかかるもの ※１．関係会社との取引にかかるもの

受取配当金 51,422千円 受取配当金 100,723千円

※２．他勘定振替高は、販売見本等商品の自家消費高であ

る。

※２．他勘定振替高は、販売見本等商品の自家消費高であ

る。

※３．販売費に属する費用は約62％であり、一般管理費に

属する費用は約38％である。

　主要な費目及び金額は次のとおりである。

※３．販売費に属する費用は約63％であり、一般管理費に

属する費用は約37％である。

　主要な費目及び金額は次のとおりである。

給料 341,894千円

賞与引当金繰入額 26,821千円

退職給付費用 24,590千円

法定福利費・厚生費 69,402千円

業務委託費 233,486千円

減価償却費 33,329千円

給料 330,732千円

賞与引当金繰入額 28,175千円

退職給付費用 31,293千円

法定福利費・厚生費 76,073千円

業務委託費 206,445千円

減価償却費 27,763千円

※４　　　　　　　　────── ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

建物付借地権 88,596千円

建物付土地 8,435千円

計 97,032千円

※５．固定資産処分損の内訳は次のとおりである。 ※５．固定資産処分損の内訳は次のとおりである。

建物付土地 1,550,356千円

建物 152千円

機械及び装置 2,449千円

車両運搬具 282千円

工具、器具及び備品 44千円

無形固定資産（商標権） 95千円

無形固定資産（電話加入権） 14千円

計 1,553,395千円

土地 21,733千円

機械及び装置 12,581千円

工具、器具及び備品 94千円

計 34,409千円

※６　　　　　　　　────── ※６　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98,908千円の減損損失を計上した。

用途 種類 場所 件数

 遊休資産  土地  三重県他  11件 

 遊休資産  リース資産  千葉県  １件 

　当社は、事業用資産のうち、繊維・アパレル事業に

ついては主として管理会計上の個別の製品・サービス

のカテゴリーを、不動産事業については個々の物件単

位を、それぞれグルーピングの単位としている。遊休

資産については、各不動産等をグルーピングの単位と

している。

　上記の資産は、遊休状態にあり将来の用途が定まっ

ていないため、土地については個々の帳簿価額を、

リース資産については未経過リース料残高を、それぞ

れ回収可能価額まで減額し、当該減少額（98,908千

円）を減損損失として計上している。その内訳は、土

地89,437千円及びリース資産9,470千円である。なお、

回収可能価額は、土地については不動産鑑定評価に基

づく正味売却価額により評価し、リース資産について

は零とした。

※７．特別損失のその他の主な内訳は次のとおりである。 ※７．特別損失のその他の主な内訳は次のとおりである。

損害賠償関係費 38,300千円 特別割増退職金 5,924千円

投資有価証券売却損 3,840千円
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（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 

（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）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

(1）流動の部

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

（単位：千円）

(1）流動の部

繰延税金資産

賞与引当金 10,999

たな卸資産評価損 4,386

未払費用 2,352

繰越欠損金 150,236

その他 2,556

繰延税金資産合計 170,532

繰延税金資産

賞与引当金 11,512

たな卸資産評価損 3,418

未払費用 14,074

繰越欠損金 216,952

その他 4,309

繰延税金資産合計 250,267

(2）固定の部 (2）固定の部

繰延税金資産

貸倒引当金 21,950

退職給付引当金 57,750

投資有価証券評価損 100,040

繰越欠損金 319,896

繰延税金資産合計 499,637

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 8,995

繰延税金負債合計 8,995

繰延税金資産の純額 490,641

再評価に係る繰延税金負債

土地再評価差額金 3,119,921

繰延税金資産

退職給付引当金 52,854

債務保証損失引当金 15,834

減損損失 73,406

投資有価証券評価損 144,713

繰越欠損金 149,928

その他 373

繰延税金資産合計 437,111

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 15,154

繰延税金負債合計 15,154

繰延税金資産の純額 421,956

再評価に係る繰延税金負債

土地再評価差額金 3,106,173

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

  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いる。

法定実効税率 △40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
3.2

住民税均等割等 4.5

繰越欠損金の消滅 3.6

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △29.4
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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    233円42銭

１株当たり当期純損失金額  14円25銭

１株当たり純資産額     231円58銭

１株当たり当期純損失金額    2円15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、潜在株式が存在しないため記載していない。

　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いない。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりである。

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）

当期純損失（千円） 427,130 64,435

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 427,130 64,435

期中平均株式数（株） 29,973,067 29,963,770
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（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）

１．平成16年12月１日開催の取締役会において、三島地区

の既存の商業施設の増床及び駐車場の拡充等を図るた

め、土地等を取得することを決議した。内容は次のと

おりである。

(1）取得資産

静岡県駿東郡清水町玉川字芝添61番13

静岡県駿東郡清水町玉川字壱町田24番１

土地60,602.7㎡及び建物

(2）取得先

ソニー沼津㈱

(3）取得価格

3,550,000千円

(4）譲渡契約締結日及び譲渡・引渡し予定

譲渡契約締結日：平成16年12月１日

譲渡・引渡し予定：平成17年６月末

(5）取得資金

銀行借入により調達する予定である。

１．　　　　　　　　──────

２．平成17年２月25日開催の取締役会において、財務体質

の改善を図るため、土地の譲渡・引渡しを行うことを

決議した。内容は次のとおりである。

(1）譲渡資産

静岡県駿東郡清水町玉川字壱町田24番１他の一部土

地約19,900㎡

(2）譲渡先

大和ハウス工業㈱

(3）譲渡価格

1,655,431千円

(4）譲渡契約締結日及び譲渡・引渡し予定

譲渡契約締結日：平成17年２月25日

譲渡・引渡し予定：平成17年７月末

(5）この土地の譲渡・引渡しに伴い、特別利益372,000

千円（概算）を計上する予定である。

２．　　　　　　　　──────
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６．代表取締役等の異動

（１）代表者の異動

①就任

代表取締役社長　　筧　正澄（現　専務取締役）

②退任

代表取締役社長　　鹿川　紘一（当社顧問　就任予定）

③異動理由

　任期満了による異動である。

④新社長予定者略歴

氏名　　　　　　　筧　正澄（かけい　まさずみ）

生年月日　　　　　昭和24年12月24日

略歴　　　　　　　昭和47年３月　　　青山学院大学法学部卒業

　　　昭和47年４月　　　三井信託銀行株式会社（現　中央三井信託銀行株式会社）入社

　　　平成13年３月　　　同社執行役員大阪支店長

　　　平成15年６月　　　当社専務取締役

　　　現在に至る

（２）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役　　　　　　美濃部　貞昭（現　常勤監査役）

②退任予定取締役

取締役社長　　　　鹿川　紘一（当社顧問　就任予定）

③新任監査役候補

（常勤）監査役　　小澤　敏文（現　管理部付部長）

④辞任予定監査役

（常勤）監査役　　美濃部　貞昭（当社取締役　就任予定）

⑤昇格予定取締役

取締役社長　　　　筧　正澄（現　専務取締役）

⑥役職の異動

該当事項はない。

（３）異動予定日

平成18年６月29日

以　上
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