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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 29,420 (   8.6) 3,051 (  － ) 2,855  (  － )
17年3月期 27,090 ( △2.7) 217 (  － ) 80  (  － )

 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 8,250   ( － ) 75 90 － － 307.7 11.9 9.7
17年3月期 △23,341  ( － ) △1,072 34 － － △7,338.3 0.3 0.3

（注）① 期中平均株式数 18年3月期 108,705,042株 17年3月期 21,767,166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、対前期増減率であります。
 ④ 平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり当期純利益は、△357円45銭であります。

(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 3 0 0 0 3 0 326 4.0 4.8
17年3月期 0 0 0 0 0 0 － － －

(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 26,386 6,843 25.9 62 96

17年3月期 21,602 △1,481 △6.9 △40 88

（注）① 期末発行済株式数 18年3月期 108,696,938株 17年3月期 36,238,756株
 ② 期末自己株式数 18年3月期 72,472株 17年3月期 17,714株
 ③ 平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり株主資本は、△13円63銭であります。

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 15,900  2,000  2,000  0 00 　― 　―
通　期 31,800  3,600  2,000  　― 3 00 3 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 18円40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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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

第44期
（平成17年３月31日）

第45期
（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  2,754,894 3,971,237 1,216,343

２．売掛金 ＊４ 2,920,725 2,969,104 48,378

３．商品 － 3,135 3,135

４．販売用不動産 ＊１ 311,293 311,293 0

５．仕掛販売用不動産 0 0 －

６．貯蔵品 277 － △277

７．前払費用 85,027 98,830 13,803

８．繰延税金資産 － 1,205,127 1,205,127

９．その他 ＊４ 299,983 104,954 △195,029

貸倒引当金 △37,586 △29,052 8,533

流動資産合計 6,334,616 29.3 8,634,630 32.7 2,300,014

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ＊１ 6,275,287 5,985,974  

減価償却累計額 3,139,724 3,135,562 3,440,171 2,545,803 △589,759

(2）構築物 41,662 40,886  

減価償却累計額 29,028 12,633 29,791 11,095 △1,538

(3）機械及び装置 98,545 98,545  

減価償却累計額 81,752 16,792 84,117 14,428 △2,364

(4）車両運搬具  220,024 272,023  

減価償却累計額 109,355 110,669 158,990 113,032 2,363

(5）工具器具及び備
品

128,455 152,901  

減価償却累計額 102,178 26,277 131,880 21,021 △5,256

(6）土地 ＊１ 7,414,169 5,690,591 △1,723,577

有形固定資産合計 10,716,105 49.6 8,395,972 31.8 △2,320,132

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 8,066 113,411 105,345

(2）電話加入権 25,609 25,609 －

(3）営業権 － 44,700 44,700

(4）その他 283 236 △47

無形固定資産合計 33,959 0.2 183,958 0.7 149,998
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第44期
（平成17年３月31日）

第45期
（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 ＊１ 180,427 270,090 89,662

(２）関係会社株式 ＊１ 93,865 93,865 －

(３）出資金 2,080 1,970 △110

(４）長期貸付金 489,804 471,851 △17,953

(５）関係会社長期貸
付金

264,500 264,500 －

(６）破産債権、更生
債権その他これ
らに準ずる債権

3,696 6,945 3,249

(７）長期前払費用 295,100 18,430 △276,670

(８）繰延税金資産  3,476,827 8,377,832 4,901,005

 (９）その他 381,672 296,639 △85,032

貸倒引当金 △670,439 △630,318 40,120

投資その他の資産
合計

4,517,535 20.9 9,171,807 34.8 4,654,271

固定資産合計 15,267,601 70.7 17,751,738 67.3 2,484,137

資産合計 21,602,217 100.0 26,386,369 100.0 4,784,152

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 ＊４ 550,843 598,092 47,249

２．１年以内返済予定の
長期借入金

＊１ 1,000,000 2,000,000 1,000,000

３．未払金 ＊４ 354,977 305,520 △49,456

４．未払費用 1,020,928 978,089 △42,839

５．未払法人税等 120,203 114,539 △5,663

６．未払消費税等 117,939 273,385 155,445

７．前受金 14,144 12,502 △1,642

８．預り金 62,659 72,342 9,683

９．賞与引当金 500,275 593,694 93,418

10．その他 ＊４ 2,953 1,810 △1,142

流動負債合計 3,744,925 17.4 4,949,978 18.8 1,205,052
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第44期
（平成17年３月31日）

第45期
（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）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ＊１ 18,500,000 14,500,000 △4,000,000

２．退職給付引当金 770,399 － △770,399

３．役員退職引当金 3,352 32,637 29,285

４．その他 65,039 60,003 △5,036

固定負債合計 19,338,790 89.5 14,592,640 55.3 △4,746,150

負債合計 23,083,716 106.9 19,542,618 74.1 △3,541,097

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ＊２ 100,000 0.5 100,000 0.4 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 10,155,349 － △10,155,349

２．その他資本剰余金  

資本金及び資本準
備金減少差益

10,267,788 － △10,267,788

資本剰余金合計 20,423,137 94.5 － － △20,423,137

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 30,000 － △30,000

２．任意積立金  

別途積立金 1,275,768 － △1,275,768

３．当期未処分利益又は
当期未処理損失
（△）

△23,341,790 6,638,070 29,979,861

利益剰余金合計 △22,036,022 △102.0 6,638,070 25.2 28,674,093

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

35,177 0.1 114,532 0.4 79,355

Ⅴ　自己株式 ＊３ △3,790 △0.0 △8,852 △0.1 △5,061

資本合計 △1,481,499 △6.9 6,843,750 25.9 8,325,249

負債・資本合計 21,602,217 100.0 26,386,369 100.0 4,784,152
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(2) 損益計算書

第44期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第45期
（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．自動車管理営業収
益

24,100,481 24,010,544  

２．観光営業収益 2,087,129 －  

３．社会サービス営業
収益

551,370 4,966,352  

４．不動産営業収益 351,988 27,090,970 100.0 443,322 29,420,219 100.0 2,329,248

Ⅱ　売上原価  

１．自動車管理営業原
価

17,964,049 17,895,619  

２．観光営業原価 3,587,158 －  

３．社会サービス営業
原価

520,684 4,426,199  

４．不動産営業原価 262,157 22,334,050 82.4 280,254 22,602,073 76.8 268,023

売上総利益 4,756,920 17.6 6,818,145 23.2 2,061,225

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 

１．役員報酬 169,109 122,133  

２．給料手当 1,737,817 1,464,434  

３．賞与引当金繰入額 43,007 164,856  

４．役員退職引当金繰
入額

11,000 12,150  

５．退職給付費用 160,291 194,736  

６．法定福利費 200,138 164,520  

７．福利厚生費 360,771 347,661  

８．事務用消耗品費 89,400 40,028  

９．旅費交通費 161,285 101,006  

10．通信費 139,986 129,564  

11．公租公課 96,136 53,382  

12．賃借料 427,455 298,004  

13．支払手数料 386,705 340,086  

14．減価償却費 123,088 133,567  

15．貸倒引当金繰入額 2,812 1,131  

16．貸倒損失 － 4,990  

17．その他 430,400 4,539,405 16.8 194,071 3,766,327 12.8 △773,078

営業利益 217,514 0.8 3,051,818 10.4 2,834,303
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第44期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第45期
（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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  7,640 18,628  

２．投資有価証券売却
益

 － 30,090  

３．家賃収入 ＊１ 136,951 91,915  

４．業務受託収入 ＊１ 76,500 70,200  

５．団体定期保険配当
金

208,402 188,764  

６．役員保険解約返戻
金

170,878 －  

７．その他  123,199 723,571 2.7 67,151 466,749 1.6 △256,821

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 651,742 440,864  

２．賃貸固定資産費用 54,524 48,297  

３．支払手数料 － 115,173  

４．その他 154,658 860,925 3.2 58,572 662,907 2.3 △198,018

経常利益 80,160 0.3 2,855,661 9.7 2,775,500

Ⅵ　特別利益  

１．役員退職引当金戻
入益

＊２ 250,539 2,105  

２．貸倒引当金戻入益  － 40,786  

３．固定資産売却益 ＊３ － 175,235  

４．退職給付制度移行
益

－ 250,539 0.9 756,262 974,388 3.3 723,849

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損 ＊４ 504 10,580  

２．減損損失 ＊５ － 1,371,712  

３．長期前払費用償却  － 250,714  

４．退職給付会計基準
変更時差異償却額

135,060 －  

５．特別退職金 22,780 －  

６．貸倒引当金繰入額  312,802 －  

７．販売用不動産評価
損

2,954,919 －  

８．事業再編損失 ＊６ 23,377,942 26,804,010 98.9 － 1,633,007 5.5 △25,171,002

税引前当期純利益
又は税引前当期純
損失（△）

△26,473,310 △97.7 2,197,042 7.5 28,670,353

法人税、住民税及
び事業税

110,000 106,000  

法人税等調整額 △3,241,519 △3,131,519 △11.5 △6,159,913 △6,053,913 △20.6 △2,922,393

当期純利益又は当
期純損失（△）

△23,341,790 △86.2 8,250,955 28.1 31,592,746

前期繰越損失 －  1,612,885  1,612,885

当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△）

△23,341,790 6,638,070 29,979,861
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(3) 損失処理計算書及び利益処分案

 損失処理計算書                                       利益処分案

第44期 
 （平成17年3月期）

第45期 
 （平成18年3月期）

区分 金額（千円） 区分 金額（千円）

(当期未処理損失の処理) (当期未処分利益の処分)

Ⅰ 当期未処理損失 23,341,790 Ⅰ 当期未処分利益 6,638,070

Ⅱ 損失処理額 Ⅱ 利益処分額

1.任意積立金取崩額 1.利益準備金 25,000

別途積立金取崩額 1,275,768 2.配当金 326,090 351,090

2.その他資本剰余金からの
振替額

10,267,788 Ⅲ 次期繰越利益  6,286,979

3.利益準備金取崩額 30,000   

4.資本準備金取崩額 10,155,349 21,728,905    

Ⅲ 次期繰越損失 1,612,885  

(その他資本剰余金の処分)  

Ⅰ その他資本剰余金  

1.資本金及び資本準備金減
少差益

10,267,788   

Ⅱ 利益剰余金への振替額 10,267,788 10,267,788    

Ⅲ その他資本剰余金次期繰
越額

－   
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第44期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第45期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  当社は、平成16年11月26日開催の当社取締役会において、

コア事業である自家用自動車管理事業及び社会サービス事

業（アウトソーシング事業）への特化、観光・芸能事業か

らの撤退、財務体質の強化を骨子とする事業再建計画を策

定し、各施策についての決議に伴い、逐次実行に移してま

いりました。その結果、当期において、23,341,790千円の

当期純損失を計上し、1,481,499千円の債務超過の状況と

なっております。当該状況により、当社には継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

  これは、観光・芸能事業からの撤退による子会社株式売

却損、子会社債権売却損の発生、 財務体質の強化を目的

とした事業再建計画に基づく保有資産の見直しによる売却

予定額までの固定資産評価損の計上を行った結果等による

ものであります。

  これら施策の実行により不良資産の処理は終了したもの

と考えており、また、第三者割当増資、デット・エクイ

ティ・スワップ、シンジケートローンによるリファイナン

スなどの各施策による財務的なリストラも終了し、過剰債

務の状況は解消されております。

  不採算事業からの撤退により、今後は同事業に起因した

営業損失の発生はなく、当社の収益構造は改善したものと

考えておりますが、加えて、回復基調にある民間セクター

に対する積極的な営業活動、行財政改革に伴って需要が増

加してきている官公庁・自治体への営業展開のさらなる注

力、収益力の向上と徹底した経費の削減を中心に事業計画

の見直しを行い、平成17年4月26日開催の取締役会にて当

該内容を織り込んだ事業計画を策定・決議し、実行に移し

ており、その成果は着実に実現し始めております。

  よって、当該計画の実行により、平成17年度には債務超

過を解消し、継続企業の前提に関する重要な疑義も解消さ

れるものと判断しております。従って、財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の

影響を財務諸表には反映しておりません。

―――――――  
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重要な会計方針

項目
第44期

（自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日）

第45期
（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

子会社株式

　総平均法による原価法

子会社株式

同左

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、売却原価は総平均法により算定）

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

  なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（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）に

ついては、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

同左

  

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

 ──────

 

３．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

販売用不動産・仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産・仕掛販売用不動産

同左

４．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産……定率法

　ただし、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、

定額法を採用しております。

　なお、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。

有形固定資産……同左

同左

無形固定資産……定額法

　ただし、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。

無形固定資産……同左

同左

５．引当金の計上基準 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財務内

容評価法に基づき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。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。

賞与引当金

同左
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項目
第44期

（自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日）

第45期
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

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（675,304千

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。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

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）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生時の事業年度か

ら費用処理しております。

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。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

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）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生時の事業年度か

ら費用処理しております。

  （追加情報）

  当社は平成18年3月に適格退職年金制度

を廃止し、確定拠出年金制度に移行し「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適用し

ております。

  本移行に伴う影響額は特別利益として

756,262千円計上しております。

役員退職引当金

　役員退職金の将来の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

役員退職引当金

　役員等の退職金の将来の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

６．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

７．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

  ──────

 

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

 

 

 

③　ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善

のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

 

 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第44期
（自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日）

第45期
（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1,371,712千円減少して

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

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

第44期
（自　平成16年4月１日

至　平成17年3月31日）

第45期
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

(貸借対照表) (貸借対照表)

  前期まで「出資金」として計上しておりました投資事業

組合に対する出資金は「証券取引法の一部を改正する法

律」（平成16年６月９日法律第97号）が平成16年12月１日

から施行されたため、当期から「投資有価証券」として計

上しており、金額は23,950千円であります。

  前期まで「退職給付引当金」に含めて計上しておりまし

た、当社の執行役員及び参与に対する金額について、当期

から「役員退職引当金」に含めて計上しております。

  なお、前期及び当期における当該金額は、それぞれ19,134

千円及び20,422千円であります。

  前期まで区分掲記しておりました、「保険積立金」(当

期末残高 53,867千円)は、資産の総額の100分の1以下と

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

することといたしました。

(損益計算書)

  前期まで区分掲記しておりました「役員保険解約返戻

金」（当期は4,640千円）は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて

表示しております。

(損益計算書)  

  前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました、「役員保険解約返戻金」は、当期において営業外

収益の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。

  なお、前期における「役員保険解約返戻金」の金額は、

10,384千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第44期

（平成17年3月31日）

第45期

（平成18年3月31日）

＊１　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおり

であります。

＊１　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおり

であります。

担保資産 担保資産

建物 3,084,545千円

土地 7,277,462千円

販売用不動産 311,293千円

投資有価証券 105,721千円

関係会社株式 93,865千円

計 10,872,888千円

建物 2,502,202千円

土地 5,554,185千円

販売用不動産 311,293千円

計 8,367,682千円

担保付債務 担保付債務

長期借入金 19,500,000千円

（１年以内返済予定の長期

借入金を含む）

長期借入金 16,500,000千円

（１年以内返済予定の長期

借入金を含む）

＊２　授権株式数及び発行済株式総数 ＊２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 145,000,000株

発行済株式総数 普通株式 36,256,470株

授権株式数 普通株式 145,000,000株

発行済株式総数 普通株式 108,769,410株

　平成17年11月21日付で普通株式１株につき３株の割

合で株式分割を行っております。

＊３　自己株式 ＊３　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式17,714株

であります。なお、無償譲渡により、期中に取得した

普通株式8,077,606株については、全て失効手続を行

なっております。

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式72,472株

であります。

＊４　関係会社に対する資産及び負債

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

＊４　関係会社に対する資産及び負債

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 434千円

その他（流動資産） 233,438千円

買掛金 350,791千円

売掛金 1,122千円

その他（流動資産） 56,212千円

買掛金 381,956千円

未払金 8,044千円

その他（流動負債） 1,509千円

　５　              ────── ５　平成16年6月29日開催の第43回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 166,400千円

資本準備金 584,848千円

　６　配当制限 　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35,177千円で

あります。

　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114,532千円

であります。

  ７  資本の欠損の額は11,802,025千円であります。 ―――――――
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（損益計算書関係）

第44期
（自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日）

第45期
（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。

家賃収入 102,192千円

業務受託収入 76,500千円

家賃収入 76,163千円

業務受託収入 70,200千円

＊２　役員退職引当金戻入益は、平成16年12月21日付を

もって辞任した取締役に対する引当額を取崩したもの

であります。

＊２　役員退職引当金戻入益は、平成17年６月29日付を

もって辞任した取締役に対する引当額を取崩したもの

であります。

＊３　              ―――――― ＊３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 50,219千円

土地 125,015千円

計 175,235千円

＊４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ＊４　固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 504千円 建物 1,955千円

車両運搬具 6,866千円

工具器具及び備品 1,758千円

計 10,580千円

＊５                ――――――― ＊５　減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

場所 用途
減損損失（千円）

建物 土地

東京都文京区 本社ビル 340,685 979,943

同上 本社第二ビル 7,250 43,833

合計  347,936 1,023,776

 当社の保有資産のグルーピングは個別物件単位で

行っており、各々の資産についてはこれまで減損損失

の認識が必要となるものはありませんでしたが、現状

保有資産の見直し等を進めた結果、上記２物件が売却

予定資産への用途変更となったことにより、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,371,712千

円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

  なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は売却予定額に基づき算定してお

ります。

＊６　事業再編損失の内訳は次のとおりであります。

リース解約損 24,352千円

業務システム臨時償却 99,487千円

子会社債権売却損 18,905,562千円

子会社株式売却損 1,535,928千円

固定資産評価損 2,464,838千円

デリバティブ解約損 9,096千円

その他事業再編手数料等 338,676千円

計 23,377,942千円

＊６　                ――――――
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①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる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で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

第44期（平成17年3月31日） 第45期（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

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）

貸倒引当金 79,260千円

賞与引当金 202,611千円

販売用不動産 1,294,417千円

役員退職引当金 1,357千円

退職給付引当金 312,011千円

事業再編損失 998,259千円

繰越欠損金 10,839,155千円

その他 37,332千円

繰延税金資産小計 13,764,405千円

評価性引当額 △10,263,405千円

繰延税金資産合計 3,501,000千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △24,172千円

繰延税金負債小計 △24,172千円

繰延税金資産の純額 3,476,827千円

（繰延税金資産）

繰越欠損金 10,221,951千円

固定資産 565,135千円

減損損失 560,619千円

賞与引当金 268,315千円

棚卸資産 1,274,726千円

役員退職引当金 13,338千円

貸倒引当金 69,114千円

その他 7,820千円

繰延税金資産小計 12,981,021千円

評価性引当額 △3,320,108千円

繰延税金資産合計 9,660,913千円

（繰延税金負債）

その他 △78,665千円

繰延税金負債合計 △78,665千円

繰延税金資産の純額 9,582,247千円

   繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれて降ります。

流動資産－繰延税金資産 1,205,127千円

固定資産－繰延税金資産 8,456,498千円

固定負債－繰延税金負債 △78,665千円

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

との差異の原因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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

  当事業年度については、税引前当期純損失を計上し

ているため、記載しておりません。

法定実行税率 40.9％

（調整）   

住民税均等割等 4.8％

繰延税金資産に係る評価性引当金の増減 △324.8％

その他 3.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △275.6％
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（１株当たり情報）

第44期
（自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日）

第45期
（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    △40円88銭

１株当たり当期純損失    1,072円34銭

１株当たり純資産額      62円96銭

１株当たり当期純利益         75円90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、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜

在株式がないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

ストックオプション制度を採用しておりますが、当事業年

度において付与決議が未済であり、潜在株式がないため記

載しておりません。

  また、当社は平成17年11月21日付で株式１株につき３株

の株式分割を行っております。

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額      △13円63銭

１株当たり当期純損失         357円45銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第44期
(自　平成16年4月１日
至　平成17年3月31日)

第45期
(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損損失（△）（千円） △23,341,790 6,638,070

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△23,341,790 6,638,070

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,767 108,705

（重要な後発事象）

第44期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第45期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（ストックオプション（新株予約権）制度の採用）

 「４．連結財務諸表等 注記事項 （重要な後発事象）」

に記載のとおりであります。

（ストックオプション（新株予約権）の発行）

同左
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７．役員の異動

１．代表取締役の異動

該当事項はありません。

２．その他の役員の異動（平成18年６月26日予定）

（1）新任取締役候補

   取締役常務執行役員　  坂 瀬  金 人  （現在  常務執行役員 関西事業部長 ）

（2）新任監査役候補

   監査役（非常勤）    　三 井  拓 秀  （現在  弁護士  三井法律事務所 パートナー  ）

（3）退任予定取締役

                         原        泉  （現在  取締役 民間営業推進対策本部 業務管理担当）

（4）退任予定監査役

                         成   田   勉  （現在  常勤監査役）

新任取締役候補 三井 拓秀氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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