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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 19 日 

 
会 社 名  株式会社  大 戸 屋 上場取引所        ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ２７０５ 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.ootoya.com）   
代 表 者  役 職 名 代表取締役社長 

氏 名 三 森 久 実 
  

問 合 せ 先  責任者役職名 経営企画部長   
  氏    名 濵 田 寛 明 ＴＥＬ（03）5206－7500  
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 
配当支払開始予定日 平成 18 年６月 26 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. 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)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   ％ 
平成 18 年３月期 14,954   （10.1）  709  （ 168.5）  697  （ 178.6）
平成 17 年３月期 13,581   （14.4）  264  （△40.3）  250  （△42.5）

 

 
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 ％ ％ ％
平成 18 年３月期  49  （△50.5）  1 81 ―  2.8 12.2 4.7 
平成 17 年３月期 100  （△56.7） 13 86 ―  5.6  4.8 1.8 

(注)１. 期中平均株式数 18 年３月期 5,100,000 株 17 年３月期 5,100,000 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 配当金総額 株主資本 

 中 間 期 末 （年 間）
配当性向 

配 当 率

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18 年３月期 15 00     0 00 15 00 76 830.6 4.4 
17 年３月期 10 00     0 00 10 00 51  72.1 2.9 

 
(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 5,913 1,750 29.6 335  35 
17 年３月期 5,490 1,783 32.5 343  95 

(注)１. 期末発行済株式数 18 年３月期 5,100,000 株 17 年３月期 5,100,000 株 
２. 期末自己株式数 18 年３月期 － 株 17 年３月期 － 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） 

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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
中 間 期 8,105 311 115 0 0 ――― ――― 
通 期 16,790 750 316 ――― 10 00 10 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 61 円 96 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、実際の業績は、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につきましては、添付資料の７ページを参照して下さい。 
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６. 財務諸表等 

（１）財務諸表 

  ① 貸借対照表 

（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) 
比較増減

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比 

(％) 
金額 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  795,120 1,306,213  511,092

２ 売掛金  109,977 203,759  93,781

３ 原材料  31,041 29,466  △1,575

４ 貯蔵品  13,707 5,863  △7,843

５ 前払費用  107,990 109,873  1,883

６ 繰延税金資産  33,656 33,089  △566

７ 未収入金  － 76,375  76,375

８ 預け金  144,453 131,249  △13,203

９ その他  46,146 49,622  3,475

流動資産合計  1,282,093 23.3 1,945,513 32.9 663,419

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 3,222,086 2,839,691   

減価償却累計額  859,351 2,362,735 816,346 2,023,344  △339,390

(2) 構築物  14,810 15,696   

減価償却累計額  944 13,866 1,698 13,997  131

(3) 車両運搬具  370 14,311   

減価償却累計額  138 231 478 13,832  13,601

(4) 工具器具備品  431,870 388,593   

減価償却累計額  270,103 161,767 249,000 139,592  △22,174

(5) 土地 ※１ 102,622 －  △102,622

有形固定資産合計  2,641,223 48.1 2,190,768 37.0 △450,455

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  32,181 6,765  △25,415

(2) 電話加入権  3,928 3,026  △902

無形固定資産合計  36,109 0.7 9,791 0.2 △26,317

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  8,300 1,000  △7,300

(2）関係会社株式  17,342 161,389  144,047

(3) 出資金  150 150  －

(4) 長期貸付金  75,479 71,590  △3,888

(5) 長期前払費用  83,034 76,098  △6,936

(6) 繰延税金資産  37,250 156,639  119,389

(7) 敷金及び保証金  1,275,483 1,266,027  △9,456

(8) 保険積立金  21,691 23,800  2,109

(9) その他  12,676 11,000  △1,676

投資その他の資産合計  1,531,408 27.9 1,767,696 29.9 236,287

固定資産合計  4,208,742 76.7 3,968,256 67.1 △240,485

資産合計  5,490,835 100.0 5,913,770 100.0 422,934
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（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) 
比較増減

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比 

(％) 
金額 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  453,497 493,966  40,468

２ 短期借入金  750,000 1,300,000  550,000

３ １年内返済予定長期借入金 ※１ 773,101 706,734  △66,367

４ 未払金  580,317 585,413  5,096

５ 未払費用  95,347 87,332  △8,015

６ 未払法人税等  102,154 168,494  66,339

７ 未払消費税等  60,266 55,226  △5,039

８ 前受金  2,955 4,620  1,664

９ 預り金  15,093 21,427  6,333

10 前受収益  11,150 12,284  1,134

11 賞与引当金  21,094 20,964  △130

12 閉店損失引当金  14,461 －  △14,461

流動負債合計  2,879,439 52.4 3,456,463 58.4 577,023

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 640,862 463,928  △176,934

２ 長期未払金  20,326 23,492  3,166

３ 退職給付引当金  92,620 101,729  9,108

４ 預り敷金・保証金  64,613 107,780  43,167

５ その他  9,312 9,702  389

固定負債合計  827,734 15.1 706,632 12.0 △121,102

負債合計  3,707,173 67.5 4,163,095 70.4 455,921

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 467,200 8.5 467,200 7.9 －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  385,400 385,400  －

資本剰余金合計  385,400 7.0 385,400 6.5 －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  3,582 3,582  －

２ 当期未処分利益  925,382 894,492  △30,890

利益剰余金合計  928,964 16.9 898,074 15.2 △30,890

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,097 0.1 －  △2,097

資本合計  1,783,662 32.5 1,750,674 29.6 △32,987

負債・資本合計  5,490,835 100.0 5,913,770 100.0 422,934
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  ② 損益計算書 

（単位：千円） 

  

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 

百分比

(％)
金額 

百分比 

(％) 
金額 

Ⅰ 売上高  13,581,845 100.0 14,954,432 100.0 1,372,587

Ⅱ 売上原価    

１ 期首たな卸高  30,517 31,041   

２ 当期仕入高  4,607,884 5,244,985   

合計  4,638,401 5,276,027   

３ 他勘定振替高 ※１ 40,363 42,437   

４ 期末たな卸高  31,041 4,566,995 33.6 29,466 5,204,123 34.8 637,128

売上総利益  9,014,849 66.4 9,750,309 65.2 735,459

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 広告宣伝費  199,341 191,740   

２ 役員報酬  101,186 99,948   

３ 給与手当  4,191,557 4,414,276   

４ 賞与  25,889 29,980   

５ 賞与引当金繰入額  21,094 20,964   

６ 退職給付費用  24,082 24,692   

７ 法定福利費  267,932 272,471   

８ 福利厚生費  21,155 17,037   

９ 旅費交通費  204,612 216,963   

10 水道光熱費  740,819 763,498   

11 消耗品費  386,430 376,921   

12 地代家賃  1,197,996 1,254,635   

13 店舗保守料  286,299 311,137   

14 賃借料  319,026 297,006   

15 減価償却費  366,071 319,306   

16 租税公課  70,731 72,704   

17 その他  326,399 8,750,626 64.5 357,473 9,040,758 60.5 290,131

営業利益  264,222 1.9 709,550 4.7 445,328

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,430 1,689   

２ 取引先協賛金  16,439 20,949   

３ 賃貸収入  3,960 －   

４ 業務受託収入  4,394 －   

５ 雑収入  3,898 30,122 0.2 5,038 27,677 0.2 △2,445

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  40,751 39,249   

２ 雑損失  3,280 44,032 0.3 730 39,980 0.2 △4,052

経常利益  250,312 1.8 697,247 4.7 446,935
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（単位：千円） 

  

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 

百分比

(％)
金額 

百分比 

(％) 
金額 

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 ※２ － 10,842   

２ 店舗売却益  43,220 19,837   

３ 投資有価証券売却益  － 8,213   

４ 役員退職慰労引当金戻入益  59,292 102,512 0.8 － 38,892 0.2 △63,620

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 101,177 99,269   

２ 固定資産売却損 ※４ － 68,485   

３ 子会社整理損失  21,100 －   

４ 退職給付債務移行時差異  13,365 －   

５ 閉店損失  － 35,068   

６ 閉店損失引当金繰入額  14,461 －   

７ 減損損失 ※５ － 400,126   

８ その他  5,112 155,215 1.1 1,000 603,950 4.0 448,734

税引前当期純利益  197,609 1.5 132,190 0.9 △65,419

法人税、住民税及び事業税  90,008 199,969   

法人税等調整額  7,406 97,414 0.8 △117,389 82,580 0.6 △14,833

当期純利益  100,195 0.7 49,609 0.3 △50,585

前期繰越利益  825,186 844,882  19,695

当期未処分利益  925,382 894,492  △30,890
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  ③ 利益処分案 

（単位：千円） 

  

前事業年度 

(株主総会承認日 

 平成17年６月24日) 

当事業年度 

(株主総会承認予定日 

平成18年６月23日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額 金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益  925,382 894,492 △30,890

Ⅱ 利益処分額   

 １ 利益配当金  51,000 76,500  

 ２ 取締役賞与金  29,500 80,500 40,400 116,900 36,400

Ⅲ 次期繰越利益  844,882 777,592 △67,290
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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 

  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 

   期末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 

(１)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(２)その他有価証券 

――――――― 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

原材料及び貯蔵品 

 終仕入原価法 

原材料及び貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(１)有形固定資産 

   定額法 

   耐用年数及び残存価額については、

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。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物   10年～15年 

(１)有形固定資産 

   定額法 

   耐用年数及び残存価額については、

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。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物   ８年～15年 

 (２)無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(２)無形固定資産 

同左 

 (３)長期前払費用 

  均等償却 

   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)長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (１)賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。 

(１)賞与引当金 

同左 

 (２)閉店損失引当金 

   店舗の閉鎖により発生する損失

に備えるため、当事業年度末におけ

る閉鎖決定店舗の閉店時に発生す

ると認められる額を計上しており

ます。 

(２)  ――――――――― 
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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

務の見込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 

（会計処理の変更） 

  従来、退職給付債務の計算方法につ

いては簡便法を使用しておりました

が、当事業年度より原則法に変更して

おります。 

  この変更は、退職給付債務を原則法

で計算することにより、退職給付債務

算定の精度を高め、退職給付費用の期

間帰属をより適正に処理するととも

に財務内容の一層の健全化を図るた

め、原則法に変更いたしました。 

  この変更に伴い、従来と同一の方法

によった場合に比べ、販売費及び一般

管理費が、636千円増加し、当事業年

度の期首における簡便法による退職

給付債務額と原則法による退職給付

債務額との差額を特別損失に、13,365

千円計上しているため、営業利益及び

経常利益がそれぞれ636千円減少し、

税引前当期純利益が、14,002千円減少

しております。 

(３)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 (４)役員退職慰労引当金 

――――――― 

 

（追加情報） 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく要支給額を計上し

ておりましたが、平成16年９月に役員

退職慰労金制度を廃止したことによ

り、全額を取り崩しております。 

 

(４)  ――――――――― 

 

 

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 
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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) 

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

要件を満たしたおりますので、特例処理

を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 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 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 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。 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしているため、有効性の評価を

省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

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 

 
 
 
財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

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） 

 当事業年度から、「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

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これにより、税引前当期純利益が283,081千円減少して

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

等規則に基づき減損処理を行った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) 

（貸借対照表関係） 

―――――――――――――――――― 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」については、当事業年度にお

いて資産総額の100分の１を超えることとなったため、当

事業年度より区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「未収入金」は、37,656千円であ

ります。 

 

（損益計算書関係） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「受取配当金」

及び「保険金収入」は、当事業年度において営業外収入

の総額の100分の10以下となりましたので、当事業年度よ

り「雑収入」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「受取配当金」は３千円、「保険

金収入」は1,179千円であります。 

（損益計算書関係） 

 １ 前事業年度まで区分掲記しておりました「業務受託

収入」は、当事業年度において営業外収入の総額の100

分の10以下となりましたので、当事業年度より「雑収

入」に含めて表示しております。 

   なお、当事業年度の「業務受託収入」は349千円であ

ります。 

 

 ２ 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて計上

しておりました「固定資産売却損」については、当事

業年度において特別損失の総額の100分の10を超える

こととなったため、当事業年度より区分掲記すること

といたしました。 

   なお、前事業年度の「固定資産売却損」は1,026千円

であります。 

 

 ３ 前事業年度まで特別損失の「固定資産除却損」に含

めて表示しておりました、店舗閉鎖に伴い発生する固

定資産除却損については、当事業年度より、店舗のス

クラップアンドビルドが今後発生する可能性が高ま

り、閉店に伴う損失をより明瞭に表示するため、当事

業年度より「閉店損失」にて区分掲記することといた

しました。 

   なお、前事業年度の当該表示の方法によった場合の

「閉店損失」の金額は、54,876千円であります。 
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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 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 14,284千円

土地 102,622千円

   合計 116,907千円
 

※１      ――――――――――― 

   上記に対応する債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定長期借入金 237,540千円

長期借入金 83,280千円

   合計 320,820千円
 

 

 

 
※２ 会社が発行する株式総数 普通株式 18,800,000株

   発行済株式総数 普通株式 5,100,000株

 

 ３ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 48,064千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 7,600千 20,824千円

   小計 68,888千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 2,945千 8,071千円

   合計 76,959千円

   外貨建保証債務については、期末日の為替レート

   により換算しております。 

 

 ４ 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2,097

千円であります。 
 

 
※２ 会社が発行する株式総数 普通株式 18,800,000株

   発行済株式総数 普通株式 5,100,000株

 

 ３ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 38,596千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 6,000千 18,180千円

   小計 56,776千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 2,314千 7,012千円

   合計 63,788千円

   外貨建保証債務については、期末日の為替レート

   により換算しております。 

 

 ４      ――――――――――― 
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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 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 40,363千円

 
 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 42,437千円
 

 

※２      ――――――――――― 

 

※２ 過年度において、計上支払していた手数料の戻入額

であります。 

 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物及び工具器具備品 81,027千円

店舗解体費 11,668千円

リース契約解約損 7,526千円

その他 955千円
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物及び工具器具備品 50,810千円

ソフトウェア 22,750千円

リース契約解約損 18,797千円

店舗解体費 6,910千円
 

※４      ――――――――――― ※４ 固定資産売却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物 15,282千円

土地 51,849千円
 

※５      ――――――――――― ※５ 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。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗(24店舗・

東京都豊島区 他）

建物・リース資産等 
400,126千円

合計 400,126千円

 当社は、資産のグルーピングを直営店舗ごとに行っており

ます。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資本回収力が当初予定よ

り低下した24店舗の帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物303,596千円、リース資産68,251千円、

その他28,278千円であります。 

 なお、当該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６％で割

引いて算定しております。 
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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) 

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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 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) 

機械及び装置 260,379 126,415 133,963

工具器具備品 984,910 498,359 486,551

ソフトウェア 85,681 29,506 56,174

合計 1,330,971 654,281 676,689
 

取得価額

相 当 額

(千円) 

 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

減損損失 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

期末残高

相 当 額

（千円）

機械及び装置 243,478 125,123 3,622 114,733

工具器具備品 985,783 510,973 60,987 413,822

ソフトウェア 85,351 44,802 127 40,420

合計 1,314,613 680,899 64,737 568,977
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 236,082千円

１年超 451,668千円

合計 687,751千円
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

１年内 233,630千円

１年超 396,991千円

合計 630,621千円

リース資産減損勘定期末残高  43,401千円 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 

支払リース料 265,025千円

減価償却費相当額 250,675千円

支払利息相当額 14,540千円
 

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 267,693千円

リース資産減損勘定の取崩額 24,849千円

減価償却費相当額 219,000千円

支払利息相当額 11,507千円

減損損失 68,251千円
 

 

(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。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

（借主側） 

１年内 4,139千円

１年超 4,484千円

合計 8,624千円

 

（貸主側） 

１年内 4,139千円

１年超 4,484千円

合計 8,624千円
 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

（借主側） 

１年内 4,139千円

１年超 344千円

合計 4,484千円

 

（貸主側） 

１年内 4,139千円

１年超 344千円

合計 4,484千円
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（有価証券関係） 
 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

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日現在) 

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 

 (1) 流動資産 

未払事業税否認 11,467千円

未払事業所税否認 5,205千円

賞与引当金損金算入限度超過額 8,564千円

閉店損失引当金 5,871千円

その他 3,981千円

  計 35,089千円
 

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 

 (1) 流動資産 

未払事業税否認 16,568千円

賞与引当金損金算入限度超過額 8,511千円

未払事業所税否認 5,206千円

その他 2,804千円

  計 33,089千円
 

 

 (2) 固定資産 

退職給付引当金損金算入限度超過額 36,892千円

その他 357千円

  計 37,250千円

繰延税金資産合計 72,339千円

 

 

 

繰延税金負債 

 (3) 流動負債 

その他有価証券評価差額金 △1,433千円

繰延税金負債合計 △1,433千円

繰延税金資産の純額 70,906千円
 

 

 (2) 固定資産 

減損損失 114,931千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 41,302千円

その他 406千円

  計 156,639千円

繰延税金資産の純額 189,729千円

 

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異となった主な項目別の内訳 

 ％

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 3.7

住民税均等割等 7.6

その他 △2.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.3

 
 

 ％

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 9.3

住民税均等割等 12.0

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.5
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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 343円95銭
 

１株当たり純資産額 335円34銭
 

１株当たり当期純利益 13円86銭
 

１株当たり当期純利益 １円80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、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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（千円） 100,195 49,609

普通株主に帰属しない金額（千円） 29,500 40,400

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） (29,500) (40,400)

普通株式に係る当期純利益（千円） 70,695 9,209

普通株式の期中平均株式数（株） 5,100,000 5,100,000

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まれ

なかった潜在株式の概要 

平成14年６月27日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権） 

普通株式     123,000株 

平成14年６月27日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権） 

普通株式     115,000株 

 

 

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 

該当事項はありません。 

 


