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平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （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 72,547 △6.0 8,536 44.4 8,386 35.3

17年３月期 77,140 650.9 5,912 ― 6,198 ―

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 2,289 △19.5 4 70 4 24 10.2 7.6 11.6

17年３月期 2,845 ― 7 98 7 31 80.3 12.1 8.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期 523百万円 17年３月期 32百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期          461,554,998株 17年３月期 356,593,524株

③会計処理の方法の変更 無

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）連結財政状態 （百万円未満切捨て）

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 136,392 38,769 28.4 79 87

17年３月期 84,229 6,016 7.1 16 14

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          483,916,879株 17年３月期 372,875,682株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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 △36,264 3,681 16,883 23,599

17年３月期 6,533 △11,219 34,675 39,288

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 20社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ２社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ４社 （除外） ４社 持分法（新規） １社 （除外） ―社

（注）業績予想の開示について

　当社グループは上場株式等投資事業および企業再生関連投資事業を主たる事業としており、業績は相場環境、契約

締結時期等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行なうことは困難である

ため、業績予想の記載は行なっておりません。

　なお、業績予想の修正等に関する開示につきましては、前連結会計年度および前中間連結会計期間の実績と比較し

て行ないます。
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１．企業集団の状況
  当社グループは、当社、子会社21社および関連会社４社で構成されており、上場株式等投資事業、ファンド事業、企

業再生関連投資事業、自動車販売関連事業、ロジスティックス事業、ネットワーク機器関連事業を主な事業としており

ます。また、関連会社のうち、エース証券㈱（持分法適用関連会社）は証券業を営んでおります。主要な会社の位置付

けは次のとおりであります。

 

 
 

プリヴェチューリッヒ企業再生グループ㈱（持株会社） 

㈱プリヴェチューリッヒ証券グループ本社 

ネットワーク機器 

関連事業 

神田通信工業㈱  
※ 

PZ16 号投資 
事業組合※ 

PZ ﾓｰﾀｰｽ㈱※ 

 

 

PZ5 号投資 
事業組合※ 

三河日産 
自動車㈱ 

※ 

企業再生関連投資事業 

上場株式等投資事業 

静岡日産 
自動車㈱ 

※ 

PZ ﾓｰﾀｰｽ 2㈱※ PZ 運輸㈱※ 

ロジスティックス 

事業 

自動車販売関連事業 

プリヴェチューリッヒキャ 

ピタルマネジメント㈱ ※ 

上場株式等投資事業 
ファンド事業 

資本関係 
 

業務委託の流れ 
 
連結子会社 ※ 

東武運輸プリヴェ 
チューリッヒ㈱ 

※ 

プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱ 

プリヴェチューリッヒ企業再生㈱ ※ 

ﾌﾟﾘｳﾞｪﾁｭｰﾘｯﾋｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧ 
ﾝﾄﾞ1 号投資事業組合※ 

(有)ﾌﾟﾘｳﾞｪﾁｭｰﾘｯﾋ 
投資組合※ 

ﾌﾟﾘｳﾞｪﾁｭｰﾘｯﾋｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧ 
ﾝﾄﾞ2 号投資事業組合※ 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、国内外の会社の株式または出資を取得および所有することにより、グループ全体の事業活動を支配および

管理し、グループ・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、リスク管理の強化を実現する体制づくり、諸施策

を強力に推進し、企業価値の向上を目指してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、財務体質の強化および将来の事業展開に備え、内部留保の確保を考慮しつつも、当期からは業績連動の配

当を実施していく方針とし、株主の皆様に利益還元していくことといたしました。

　当期につきましては、第３回定時株主総会において１株当たり１円の配当議案を付議することといたしました。

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、株主資本を効率的に活用してグループ全体の収益性を高めることにより、株主価値の拡大を図る

という観点から、株主資本利益率（ROE）を目標とする経営指標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社グループは、今後、上場株式等投資事業、ファンド事業等について積極的に取り組み、一層の収益拡大および

企業価値の向上を目指してまいります。そして、企業価値の向上による当社株価の上昇に加え、業績連動配当の実施

により、株主の皆様に報いる所存であります。

　対処すべき重点的な課題は、以下のとおりであります。

①　上場株式等投資事業

　今後も引き続き、上場株式等への投資を積極的に行なってまいります。当社グループの専門部隊が、隠れた優良

資産をもつ会社や将来的に明るい展望をもつ会社等を調査・発掘し、投資いたします。株式取得後においては、投

資先会社と友好的な関係を結び、株主としてさまざまな提案等を実施し、投資先会社の企業価値の向上を図ります。

②　ファンド事業

　平成17年９月にプリヴェチューリッヒキャピタルファンド１号投資事業組合を組成し、未上場株式投資を中心と

するファンドとして運用を開始いたしました。さらに、平成17年12月にプリヴェチューリッヒキャピタルファンド

２号投資事業組合を組成し、上場株式投資を中心に継続的により高い投資運用成績を目指すファンドとして運用を

開始いたしました。

　今後は、欧米を中心とした海外投資家向けの海外ファンドに対する運用助言業務を開始する予定であります。こ

の結果、助言業務の対価として受け取るアドバイザリー・フィーが、当社グループの今後の収益の安定化に貢献し

ていく予定であります。

③　企業再生関連投資事業

　企業再生関連投資事業につきましては、競争の激化等によりバリュエーションが上昇し、新規案件の発掘が困難

になってきておりますが、引き続き優良案件については、デューデリジェンスの徹底および既存事業とのシナジー

等を十分に吟味した上で、投資を行なっていく予定であります。

　また、投資した会社に対しては、各社のもつ既存リソースや人的資源を有効に活用しつつ、当社グループのノウ

ハウを注入し、さらなる収益改善を図ってまいります。

④　優秀な人材の確保

　上記に掲げる各事業の成功確度を上げるために、当社グループでは、ファンドマネージャー、エコノミスト、ア

ナリスト、バンカー、公認会計士、弁護士等の優秀な専門スタッフを擁します。これらの専門スタッフは、質の高

い投資判断に至るための調査の実施、的確な投資判断、株主権行使、その他企業価値向上プログラムの策定を行な

うなど「企業価値向上部隊」として、当社グループの収益獲得に大きく貢献いたします。今後も引き続き優秀な人

材確保を積極的に行なってまいります。
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⑤　最適な資金調達

　機動的かつフレキシブルな資金調達実現のため、上記の専門スタッフが中心となって、市場環境を踏まえ、銀行

借入、証券会社からの調達、株式市場からの調達などあらゆる資金調達手法の中から最適な方法を選択してまいり

ます。

　強いネットワークを持つ経験豊かな経営陣と強固な専門部隊が行なう「精度の高い投資」、「企業価値向上策の実

行」、「フレキシブルな資金調達」は、当社の差別化要因となっていると考えております。これらを十分に生かし、

今後も当社グループの企業価値を高めるべく最大限の努力をしてまいる所存であります。

(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

　 平成18年３月31日現在

親会社等 属性

親会社等の議
決権被所有割

合
（％）

親会社等が発行する株券
が上場されている証券取
引所等

㈱プリヴェチューリッヒ証券グループ本社 その他の関係会社
31.1

(14.5)
なし

プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱ その他の関係会社 14.5 なし

　（注）１　親会社等の議決権被所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

２　議決権被所有割合には、プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱の指図によるＰＢ包括信託受託者

エス・ジー・信託銀行㈱（プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱口）の議決権0.2％が含まれてお

ります。

②　親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号または、名称及びその理由

最も影響が大きい会社等 ㈱プリヴェチューリッヒ証券グループ本社

理由 プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱の親会社であるため

③　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係

（イ）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係

株式会社プリヴェチューリッヒ証券グループ本社は当社の議決権の31.1％（間接保有14.5％を含む）を保有し

ており、その100％子会社であるプリヴェチューリッヒアセット・マネジメント株式会社は当社の議決権の

14.5％を保有しており、ともに当社の「その他の関係会社」に該当いたします。

　「その他の関係会社」２社は潤沢な資産を保有していることから、当社グループが金融機関から資金調達をす

る際に保証を受けております。また、株式会社プリヴェチューリッヒ証券グループ本社は証券子会社を有してお

り、迅速かつ質の高いサービスを提供することから、当社グループが行なう上場株式投資に際し、同社へ株式の

取次ぎ業務を委託しております。

　なお、「その他の関係会社」２社およびそのグループ企業との間で、役員・従業員の兼務関係はありません。

（ロ）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

　「その他の関係会社」２社およびそのグループ企業との間で、上記資本関係および取引関係はありますが、当

社グループが事業活動を行なう上での承認事項など、これらの会社からの制約はありません。

（ハ）親会社等から一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策

　当社の役員は、「その他の関係会社」２社およびそのグループ企業との間で役員・従業員の兼任関係は一切な

く、また、上記取引に際しての取引条件は相場等を勘案して双方協議のうえ合理的に決定されており、これらの

会社が当社の自由な事業活動や経営判断を阻害することはないものと考えております。
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 （ニ）親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　「その他の関係会社」２社およびそのグループ企業からの事業上の制約はなく、当社グループは独自に事業活

動を行なっており、また、これらの会社との取引のボリュームは当社グループにとってそれほど大きな割合を占

めるものではないことから、独立性が確保されていると考えております。

 

④　親会社等との取引に関する事項

当社と親会社等との間に記載すべき取引はありません。

　なお、当社連結子会社と親会社等との取引は以下のとおりです。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
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

その他

の関係

会社

㈱プリヴェ

チューリッヒ証

券グループ本社

東京都

千代田区
1,656 持株会社

直接16.6％

間接14.5％
― ― 債務被保証 （注4,5） ― ―

その他

の関係

会社

プリヴェチュー

リッヒアセッ

ト・マネジメン

ト㈱

東京都

千代田区
150

コンサル

ティング

事業・投

資事業

直接14.5％ ― ―

設備等の賃貸 177,580 ― ―

債務被保証 （注6,7） ― ―

　（注）１　議決権等の被所有割合には、プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱の指図によるＰＢ包括信託受

託者エス・ジー・信託銀行㈱（プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱口）の議決権0.2％が含まれ

ております。

２　上記金額には消費税等が含まれておりません。

３　取引および取引条件の決定方針等

・設備等の賃貸につきましては、近隣相場を勘案して賃貸借料を合理的に決定しております。

・債務被保証につきましては、保証料率を合理的に決定しております。

４　金融機関からの短期借入金3,400,000千円に対して保証を受けております。

５　証券会社への信用取引未払金5,466,361千円に対して保証を受けております。

６　金融機関からの短期借入金1,000,000千円に対して保証を受けております。

７　証券会社への信用取引未払金748,816千円に対して保証を受けております。

 

（6）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

　当期のわが国経済は原油価格の高騰等もありましたが、金融機能の回復が景気に好影響を及ぼし、個人消費や設備

投資などの内需主導で順調に拡大しました。また、株式市場においても景気の回復、個人投資家層の広がりにより活

況を呈しました。

　このような状況のもと、当社は既存事業セグメントのグループ各社への経営指導を強化すると同時に、新たに子会

社にてファンド事業を立ち上げるなど積極的な事業展開に取り組んでまいりました。また、グループ経営の強化、コ

ンプライアンスの徹底およびリスク管理の強化を実現する体制づくり、諸施策を強力に推進してまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は725億47百万円（前連結会計年度771億40百万円）、営業利益は85億36百万円

（前連結会計年度59億12百万円）、経常利益は83億86百万円（前連結会計年度61億98百万円）と前年比で売上高は減

少したものの大幅な増益となりました。また、特別利益として賃貸不動産売却益、退職金制度変更益等　20億64百万

円、特別損失として減損損失、中国事業関連損失等　14億56百万円を計上した結果、当期純利益は22億89百万円（前

連結会計年度28億45百万円）となりました。

事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。

　上場株式等投資事業につきましては、自己資金で設定いたしましたファンドを通じ、上場株式および未上場株式を

投資対象とする積極的な投資を行ないました。特に上場株式投資につきましては、資産価値の増大が見込める銘柄を

中心に投資・運用を行なってまいりました。この結果、上場株式等投資事業における売上高は108億83百万円（前連結

会計年度252億39百万円）、営業利益は83億87百万円（前連結会計年度53億32百万円）となりました。 

　自動車販売関連事業におきましては、積極的な販促展開を行ないました結果、売上高は470億38百万円（前連結会計

年度402億23百万円）となりました。利益面においても、販売台数の減少や収入手数料の伸び悩みもありましたが、新

車１台あたりの利益が向上した影響などにより営業利益は8億43百万円（前連結会計年度8億4百万円）と、前年比で増

収増益となりました。

　ロジスティックス事業におきましては、新規荷主獲得に努めましたが、既存荷主の出荷減による物流量の減少等に

より売上高は77億30百万円（前連結会計年度38億26百万円）となりました。利益面につきましては原油価格の高騰に

よる燃料コスト増が利益を圧迫し、営業利益は８百万円（前連結会計年度22百万円）となりました。なお、前連結会

計年度の損益は下半期分のみであります。

　ネットワーク機器関連事業におきましては、厳しい経営環境のもと、積極的に新規開拓の拡販活動に取り組みまし

たが、海外向け売上が伸び悩んだことにより売上高は68億94百万円（前連結会計年度78億51百万円）となりました。

利益面につきましては、人員の適正再配置等により企業体質を改善し固定費削減に努めた結果、営業利益は１億38百

万円（前連結会計年度は営業損失90百万円）と、前年比で売上高は減少したものの黒字転化を果たしました。当社グ

ループにおける戦略的適合性を見直した結果、ネットワーク事業部門に関して、平成18年３月31日付けで同事業部門

を売却し、今後は経営資源を産業機器事業部門へ集中することといたしました。

　

(2）財政状態

（資産・負債・資本の状況）

当連結会計年度末における総資産は、1,363億92百万円となり前連結会計年度末に比べ521億63百万円の増加となり

ました。主な要因は以下のとおりであります。

　流動資産につきましては、上場株式等投資事業における商品有価証券の増加685億94百万円が主なものです。

　固定資産につきましては、賃貸不動産の売却による減少35億29百万円が主なものです。

当連結会計年度末における総負債は、929億67百万円となり前連結会計年度末に比べ194億52百万円の増加となりま

した。主な要因は以下のとおりであります。

流動負債につきましては、証券会社および短資会社との現金担保付株式貸借取引による受入担保金の増加157億22

百万円、および上場株式等投資事業における信用取引未払金の増加301億15百万円が主なものです。

固定負債につきましては、転換社債型新株予約権付社債の転換による減少300億円が主なものです。

少数株主持分は46億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円の減少となりました。

当連結会計年度末における純資産は、387億69百万円となり前連結会計年度末に比べ327億52百万円の増加となりま

した。主として、転換社債型新株予約権付社債の転換に伴う新株予約権の行使により資本金150億41百万円、資本剰

余金149億58百万円が増加したほか、当期純利益22億89百万円を計上したことによります。

この結果、自己資本比率は28.4％（前連結会計年度7.1％）、1株当たり純資産額は79.87円（前連結会計年度16.14

円）となりました。
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（連結キャッシュ・フローの状況）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末に比べ156億89百万円減少し、

235億99百万円となりました。主な要因と当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであ

ります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益89億94百万円の計上、減価償却費11億24百万円の

計上、信用取引未払金の増加301億15百万円、および商品有価証券の増加685億94百万円等により、362億64百万円の

資金減（前連結会計年度は65億33百万円の資金増）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出25億6百万円はありましたが、賃貸不動産の

売却による収入49億39百万円、子会社株式等の取得による収入14億84百万円等により、36億81百万円の資金増（前連

結会計年度は112億19百万円の資金減）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、証券会社および短資会社との現金担保付株式貸借取引に係る受入担保金の

増加157億22百万円、社債発行による収入10億円等により、168億83百万円の資金増（前連結会計年度は346億75百万

円の資金増）となりました。

 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

 
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

自己資本比率（％） 7.1 28.4

時価ベースの自己資本比率（％） 231.2 89.4

債務償還年数（年） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 ―

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により計算しております。

・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（年） ：有利子負債／フリー・キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３．有利子負債は、連結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負債を対象としてお

ります。

４．フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の合計額を使用しております。

５．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

６．債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、マイナスの場合には記載しておりません。
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(3）事業等のリスク

①　上場株式等投資事業

・経済状況の変動により投資先企業の業績に関わらず株式市場が変動し、当社の収益に影響を及ぼす可能性があり

ます。

・投資先対象企業の業績分析は慎重に行なっておりますが、経済状況の変化または当該企業個別の理由により業績

が短期的に変動し株価に影響を与え、当社の収益に影響を及ぼす可能性があります。

②　企業再生関連投資事業

・投資先の企業再生が当初の見込みどおりに進展せず、企業価値が向上しない可能性があります。

・投資時点では発見し得なかった投資先企業の瑕疵により、業績に予想外の影響が及ぶ可能性があります。

③　資金調達

・投資先の規模によっては適時に、十分な資金調達ができない可能性があります。

・投資資金調達の結果、有利子負債が増加した場合には、市場金利の変動が業績に重要な影響を及ぼす可能性があ

ります。

④　人材の確保

・投資後の人材の流出による、営業力の低下および内部管理体制の悪化等により、業績に予想外の影響が及ぶ可能

性があります。

・投資先の事業に精通した人材が確保できないことにより、当初見込んだ業績の改善に影響が及ぶ可能性があります。

・優秀な人材を積極的に採用することにより、人件費が増大する可能性があります。

⑤　法的規制について

・投資先企業に関する法規制が改正された場合、当社グループの事業が制約される可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（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 ※２  33,557,862   20,684,363   

２　預け金   5,848,004   2,979,344   

３　受取手形及び売掛
金

  6,465,962   5,685,508   

４　商品有価証券 ※２  ―   68,594,332   

５　営業投資有価証券 ※1,2  1,205,896   5,455,907   

６　たな卸資産   3,625,943   2,668,712   

７　繰延税金資産   441,860   1,000,000   

８　その他   1,480,080   1,980,869   

９　貸倒引当金   △55,285   △42,704   

流動資産合計   52,570,324 62.4  109,006,334 79.9 56,436,010

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 13,197,595   13,051,055    

減価償却累計額  △7,750,855 5,446,740  △7,963,275 5,087,779   

(2）機械装置及び運
搬具

 5,249,831   5,063,765    

減価償却累計額  △3,754,005 1,495,825  △3,692,961 1,370,803   

(3）工具器具及び備
品

 2,121,168   1,616,500    

減価償却累計額  △1,736,260 384,908  △1,290,778 325,721   

(4）土地 ※2,3  10,818,262   11,185,385   

(5）建設仮勘定   4,568   ―   

有形固定資産合計   18,150,305 21.6  17,969,691 13.2 △180,614

２　無形固定資産         

(1）連結調整勘定   7,418,670   7,109,183   

(2）その他   140,793   168,873   

無形固定資産合計   7,559,464 9.0  7,278,056 5.3 △281,407
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（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 ※1,2  410,708   490,707   

(2）長期貸付金   5,977   2,883   

(3）賃貸不動産 ※2,7 5,360,594   384,065    

減価償却累計額  △1,580,225 3,780,369  △162,593 221,472   

(4）繰延税金資産   863,794   324,651   

(5）その他 ※２  897,244   999,703   

(6）貸倒引当金   △46,335   △51,212   

投資その他の資産
合計

  5,911,757 7.0  1,988,205 1.5 △3,923,552

固定資産合計   31,621,527 37.6  27,235,953 20.0 △4,385,573

Ⅲ　繰延資産         

１　開業費   26,784   20,088   

２　新株発行費   10,940   105,078   

３　社債発行費   ―   25,333   

繰延資産合計   37,724 0.0  150,499 0.1 112,775

資産合計   84,229,577 100.0  136,392,788 100.0 52,163,211
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（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　支払手形及び買掛
金

  12,690,243   11,717,270   

２　短期借入金 ※2,8  10,876,125   16,044,281   

３　受入担保金 ※２  ―   15,722,680   

４　信用取引未払金 ※2,8  ―   31,274,251   

５　未払法人税等   2,513,631   7,937,836   

６　繰延税金負債   4,927   111,553   

７　未払費用   1,031,187   809,861   

８　賞与引当金   655,989   554,883   

９　製品保証引当金   27,000   ―   

10　盗難損失引当金   100,000   236,211   

11　その他 ※2,8  2,210,569   1,068,511   

流動負債合計   30,109,674 35.8  85,477,340 62.7 55,367,666

Ⅱ　固定負債         

１　社債   ―   1,000,000   

２　新株予約権付社債   30,000,000   ―   

３　長期借入金 ※2,8  7,287,128   3,165,584   

４　繰延税金負債   1,178,428   642,688   

５　再評価に係る繰延
税金負債

※３  1,115,736   ―   

６　退職給付引当金   3,012,394   1,408,405   

７　預り保証金 ※８  811,373   489,818   

８　その他   ―   783,889   

固定負債合計   43,405,060 51.5  7,490,386 5.5 △35,914,674

負債合計   73,514,734 87.3  92,967,726 68.2 19,452,991

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   4,698,318 5.6  4,655,929 3.4 △42,388
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（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 ※４  1,512,000 1.8  16,863,692 12.4 15,351,692

Ⅱ　資本剰余金   4,437,933 5.3  19,706,241 14.4 15,268,307

Ⅲ　利益剰余金   △1,581,007 △1.9  2,584,986 1.9 4,165,993

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  1,639,168 1.9  △401,492 △0.3 △2,040,660

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  10,860 0.0  21,387 0.0 10,527

Ⅵ　自己株式 ※５  △2,430 △0.0  △5,682 △0.0 △3,251

資本合計   6,016,524 7.1  38,769,132 28.4 32,752,608

負債・少数株主持分
及び資本合計

  84,229,577 100.0  136,392,788 100.0 52,163,211
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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　自動車販売関連事業売
上高

 40,223,004   47,038,712    

２　上場株式等投資事業売
上高

※3,4 25,239,584   10,883,164    

３　その他 ※５ 11,678,300 77,140,889 100.0 14,625,769 72,547,645 100.0 △4,593,243

Ⅱ　売上原価 ※２        

１　自動車販売関連事業売
上原価

 31,198,751   37,364,781    

２　上場株式等投資事業売
上原価

 19,897,879   2,151,214    

３　その他  10,537,986 61,634,616 79.9 13,101,978 52,617,974 72.5 △9,016,641

売上総利益 ※４  15,506,272 20.1  19,929,670 27.5 4,423,397

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  9,594,165 12.4  11,393,063 15.7 1,798,897

営業利益   5,912,106 7.7  8,536,606 11.8 2,624,500

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  3,601   1,292    

２　受取配当金  1,449   6,907    

３　不動産収入 ※６ 1,320,333   192,904    

４　補償金収入  9,523   ―    

５　為替差益  11,752   12,962    

６　持分法による投資利益  32,540   35,546    

７　その他  48,737 1,427,938 1.8 77,723 327,337 0.5 △1,100,601

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  192,563   184,654    

２　新株発行費償却  ―   62,936    

３　不動産費用  753,787   59,015    

４　退職給付会計基準変更
時差異償却

 43,402   13,150    

５　減価償却費  7,931   2,578    

６　その他  144,328 1,142,013 1.5 154,630 476,965 0.7 △665,048

経常利益   6,198,031 8.0  8,386,978 11.6 2,188,946
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅵ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入益  12,946   4,845    

２　賃貸不動産売却益  ―   1,410,066    

３　賞与引当金戻入益 ※７ 25,000   19,088    

４　退職金制度変更益  ―   492,094    

５　その他 ※８ 1,181 39,128 0.1 138,167 2,064,263 2.8 2,025,135

Ⅶ　特別損失         

１　たな卸資産廃却損 ※９ 56,737   235,945    

２　固定資産売却損 ※10 4,612   1,081    

３　固定資産除却損 ※11 133,813   132,008    

４　減損損失  ※12 ―   372,840    

５　事業所移転費用  48,070   ―    

６　中国事業関連損失  385,402   378,551    

７　盗難損失引当金繰入額  100,000   136,211    

８　その他  91,556 820,193 1.1 199,725 1,456,364 2.0 636,170

税金等調整前当期純利
益

  5,416,966 7.0  8,994,877 12.4 3,577,911

法人税、住民税及び事
業税

 2,426,765   8,430,263    

法人税等調整額  52,348 2,479,114 3.2 △1,696,038 6,734,224 9.2 4,255,110

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  92,810 0.1  △29,146 △0.0 △121,957

当期純利益   2,845,041 3.7  2,289,799 3.2 △555,241
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,352,199  4,437,933 1,085,734

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１　新株予約権の行使によ
る新株式の発行

 1,012,000  15,268,307   

２　自己株式処分差益  73,734 1,085,734 ― 15,268,307 14,182,573

Ⅲ　資本剰余金期末残高   4,437,933  19,706,241 15,268,307

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △4,426,048  △1,581,007 2,845,041

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１　当期純利益  2,845,041  2,289,799   

２　土地再評価差額金取崩
額

 ― 2,845,041 1,878,056 4,167,855 1,322,814

Ⅲ　利益剰余金減少高       

　　役員賞与  ― ― 1,861 1,861 1,861

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △1,581,007  2,584,986 4,165,993

       

－ 15 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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    

１　税金等調整前当期純利益  5,416,966 8,994,877

２　減価償却費  870,737 1,124,552

３　繰延資産償却  15,670 82,438

４　連結調整勘定償却額  333,516 394,286

５　持分法による投資損益（△は益）  △32,540 △35,546

６　賞与引当金の増減額（△は減少）  △54,197 △92,996

７　貸倒引当金の増減額（△は減少）  5,960 △6,400

８　退職給付引当金の増減額（△は減少）  △139,963 △942,093

９　製品保証引当金の増減額（△は減少）  △5,000 △27,000

10　盗難損失引当金の増減額（△は減少）  100,000 136,211

11　受取利息及び受取配当金  △5,051 △8,200

12　支払利息  192,563 184,654

13　為替差損益（△は益）  △5,504 △9,316

14  退職金制度変更損益（△は益）  ― △492,094

15　投資有価証券売却損益（△は益）  3,561 ―

16　有形固定資産売却損益（△は益）  4,480 △2,945

17　有形固定資産除却損  133,813 132,008

18　賃貸不動産売却損益（△は益）  ― △1,410,066

19　減損損失  ― 372,840

20　中国事業関連損失  385,402 378,551

21　たな卸資産廃却損  56,737 235,945

22　不動産収入  △1,320,333 ―

23　不動産費用  734,999 ―

24　売上債権の増減額（△は増加）  291,978 709,632

25　商品有価証券の増減額（△は増加）  ― △68,594,332

26　営業投資有価証券の増減額（△は増加）  △880,596 △4,258,536

27　たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,033,291 895,047

28　仕入債務の増減額（△は減少）  1,340,738 △669,674

29　信用取引未払金の増減額（△は減少）  ― 30,115,593

30　その他  319,454 △157,506

小計  6,730,103 △32,950,069
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

31　利息及び配当金の受取額  5,020 8,187

32　利息の支払額  △160,654 △208,250

33　法人税等の支払額  △40,778 △3,114,106

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,533,690 △36,264,238

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の預入による支出  △4,800 ―

２　有形固定資産取得による支出  △2,715,311 △2,506,998

３　有形固定資産売却による収入  527,286 8,504

４　投資有価証券取得による支出  △67,685 △692

５　投資有価証券売却による収入  10,595 60

６　賃貸不動産の売却による収入  ― 4,939,518

７　賃貸不動産の運用による収入  420,333 192,904

８　投資不動産の取得による支出  △719,374 ―

９　投資不動産の売却による収入  900,000 ―

10　預り保証金の受入れによる収入  300,000 ―

11　貸付による支出  △216,355 △200,484

12　貸付金の回収による収入  265,729 207,800

13　子会社株式等の取得による収入  ― 1,484,996

14　子会社株式等の取得による支出 ※２ △10,096,982 ―

15　その他  177,012 △443,702

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11,219,551 3,681,906
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前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入による収入  9,432,000 ―

２　短期借入金の返済による支出  △9,429,173 ―

３　短期借入金の増減額（△は減少）  ― 3,195,211

４　長期借入による収入  2,970,241 2,515,000

５　長期借入金の返済による支出  △405,479 △5,974,599

６　受入担保金の増減額（△は減少）  ― 15,722,680

７　株式発行による収入  2,024,000 620,000

８　新株予約権付社債の発行による収入  30,000,000 ―

９　社債発行による収入  ― 1,000,000

10　自己株式の売却による収入  87,539 ―

11　自己株式の取得による支出  △4,123 △3,251

12　その他  ― △191,194

財務活動によるキャッシュ・フロー  34,675,004 16,883,844

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  5,504 9,316

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  29,994,647 △15,689,170

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  9,293,884 39,288,531

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 39,288,531 23,599,360
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）連結の範囲に関する事項

　子会社20社をすべて連結しております。

(1）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　20社

主要な連結子会社名

プリヴェチューリッヒ企業再生㈱

ＰＺ16号投資事業組合

ＰＺモータース㈱

静岡日産自動車㈱

ＰＺモータース２㈱

ＰＺ５号投資事業組合

三河日産自動車㈱

神田通信工業㈱

㈱ケーイーエス

㈱ケーエムティ

ＰＺ運輸㈱

㈱東武運輸栃木

㈱東武運輸新潟

主要な連結子会社名

プリヴェチューリッヒ

　　　キャピタルマネジメント㈱

プリヴェチューリッヒ

　　　キャピタルファンド１号投資事業組合

㈲プリヴェチューリッヒ投資組合

プリヴェチューリッヒ

　　　キャピタルファンド２号投資事業組合

プリヴェチューリッヒ企業再生㈱

ＰＺ16号投資事業組合

ＰＺモータース㈱

静岡日産自動車㈱

ＰＺモータース２㈱

ＰＺ５号投資事業組合

三河日産自動車㈱

神田通信工業㈱

㈱ケーエムティ

ＰＺ運輸㈱

東武運輸プリヴェチューリッヒ㈱

　連結子会社であった、㈱神田通信サポートセンター

は、当連結会計年度に連結子会社である㈱ケーイーエ

スに吸収合併されました。

　神田通信工業テクノロジー㈱は、平成16年７月１日

付でプリヴェチューリッヒファンド㈱に社名変更して

おります。

　ＰＺ運輸㈱を新たに設立し、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

　ＰＺモータース２㈱を当中間連結会計期間中に新規

設立し非連結子会社としておりましたが、当下半期に

重要性が増したため連結子会社といたしました。

　㈱静岡日産ワークネットの株式を当中間連結会計期

間中に新たに取得し非連結子会社としておりましたが、

当下半期に所有株式を一部売却したため関連会社とな

りました。

　静岡日産自動車㈱、静岡日産サービス㈱、㈱東武運

輸栃木、㈱東武運輸新潟、㈱今市貨物自動車、㈱トー

ハン、ＰＺ５号投資事業組合、三河日産自動車㈱、㈱

カーメイク岡崎、㈱清和自動車、㈱オフィスサポート

センターの11社の株式・組合持分を新たに取得し、当

連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　なお、㈱東武運輸栃木、㈱東武運輸新潟、㈱今市貨

物自動車、㈱トーハンの４社の支配獲得日を平成16年

９月30日、ＰＺ５号投資事業組合、三河日産自動車㈱、

㈱カーメイク岡崎、㈱清和自動車、㈱オフィスサポー

トセンターの５社の支配獲得日を平成16年10月１日と

みなしており、下半期の財務諸表のみを連結しており

ます。

連結子会社であった、㈱東武運輸栃木と㈱東武運輸

新潟は、平成17年５月１日付で合併し、社名を東武運

輸プリヴェチューリッヒ㈱に変更しております。

プリヴェチューリッヒキャピタルマネジメント㈱の

株式を新たに取得し、当連結会計年度より連結の範囲

に含めておりますが、平成17年８月９日の取得のため

下半期の財務諸表のみを連結しております。

プリヴェチューリッヒキャピタルファンド１号投資

事業組合、㈲プリヴェチューリッヒ投資組合、プリ

ヴェチューリッヒキャピタルファンド２号投資事業組

合を新たに設立し、当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

㈱ケーイーエス、プリヴェチューリッヒファンド㈱

および清和自動車㈱は、当連結会計年度に株式を売却

し連結の範囲より除外しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②非連結子会社名 

Privée Capital Management Hawaii,LLC

　Privée Capital Management Hawaii,LLCを当連結会

計年度に設立いたしましたが、下記の理由により連結

の範囲から除外しております。

連結の範囲から除いた理由

当非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上

高、当期純損益および利益剰余金等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

 

(2）持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社

(2）持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社

会社数　　　　１社

会社の名称　　日産部品静岡販売㈱

会社数　　　　２社

会社の名称　　エース証券㈱

日産部品静岡販売㈱

　日産部品静岡販売㈱の株式を新たに取得し、当連結

会計年度より持分法の適用の範囲に含めております。

　エース証券㈱の株式を新たに取得し、当連結会計年

度より持分法の適用の範囲に含めております。

②持分法を適用しない関連会社

㈱日産カーパレス静岡

㈱日産静岡ワークネット

②持分法を適用しない非連結子会社および関連会社

Privée Capital Management Hawaii,LLC

㈱日産カーパレス静岡

㈱日産静岡ワークネット

　㈱日産カーパレス静岡、㈱日産静岡ワークネットの

株式を当連結会計年度に取得いたしましたが、下記の

理由により持分法の適用範囲から除外しております。

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ純損益および利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用から除外しておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間中に株式取得したユナイ

テッドレンタリース㈱を持分法非適用としておりまし

たが、当下半期に所有株式の全部を売却いたしました。

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ純損益および利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用から除外しておりま

す。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈱東武運輸栃木、㈱東武運輸新潟、

㈱今市貨物自動車、㈱トーハンの４社の決算日は、２月

末日であります。また、ＰＺ５号投資事業組合の決算日

は、12月末日であります。連結財務諸表を作成するに

当っては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行なっております。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、東武運輸プリヴェチューリッヒ㈱、

㈱今市貨物自動車、㈱トーハンの３社の決算日は、２月

末日であります。また、ＰＺ５号投資事業組合の決算日

は、12月末日であります。連結財務諸表を作成するに

当っては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行なっております。

(4）会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(4）会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券

 ａ)　　　―――――

(イ）有価証券

ａ)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）

 ｂ)　　　――――― ｂ)関連会社株式（営業投資有価証券を含む）

持分法

　営業投資有価証券の持分法適用による営業投

資損益を営業損益区分に計上することとしてお

ります。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ｃ)その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

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）

ｃ)その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

同左

時価のないもの

…主として移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

(ロ）たな卸資産

商品

新車　　　　個別法による原価法

中古車　　　個別法による低価法

製品　　　　　主として総平均法による原価法

仕掛品　　　　主として総平均法による原価法

原材料　　　　主として総平均法による原価法

(ロ）たな卸資産

同左

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産及び賃貸不動産

　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（建

物附属設備は除く）は、定額法によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ）有形固定資産及び賃貸不動産

同左

（耐用年数）

建物及び構築物　　　３～60年

機械装置及び運搬具　４～10年

工具器具及び備品　　２～15年

(ロ）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）

　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。

(ロ）無形固定資産

同左

 

③　重要な繰延資産の処理方法

(イ）開業費　　　　５年均等償却

(ロ）新株発行費　　３年均等償却

③　重要な繰延資産の処理方法

(イ）開業費　　　　 ５年均等償却

(ロ）新株発行費　　 ３年均等償却

(ハ）社債発行費　　 ３年均等償却

④　重要な引当金の計上基準

(イ）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

については貸倒の実績等を勘案した繰入率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

④　重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）製品保証引当金

　売上製品にかかるアフターサービスの費用に備え

るため、製品売上高に対するアフターサービス費用

の過去の実績割合等による費用見積額を計上してお

ります。

(ロ）

―――――――――

(ハ）賞与引当金

　当社連結子会社は主として、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

計上しております。

(ハ）賞与引当金

　当社および当社連結子会社は主として、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

額に基づき計上しております。

(ニ）盗難損失引当金

　ロジスティックス事業において発生した盗難事件

により将来発生する可能性のある損失に備え、損害

保険による付保等の状況を勘案し、合理的に算出し

た損失見込額を計上しております。

(ニ）盗難損失引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ホ）退職給付引当金

　当社連結子会社は主として、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

(ホ）退職給付引当金

　当社の一部の連結子会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

会計基準の変更に伴う差異の処理年数

…主として15年

会計基準の変更に伴う差異の処理年数

…主として15年

数理計算上の差異の処理方法

…定額法（従業員の平均残存勤務期間）で各発生

年度の翌期から費用処理

数理計算上の差異の処理方法

…定額法（主として従業員の平均残存勤務期間 

11年）で各発生年度の翌期から費用処理

 （追加情報）

　当社の一部の連結子会社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成17年７月と９月に退職一時金制度お

よび適格退職年金制度について確定拠出年金制度へ

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、特別利益に退職金制度変

更益として492,094千円計上されております。

⑤　重要な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。

⑤　重要なリース取引の処理方法

同左

⑥　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

⑥　その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ）消費税等の処理方法

同左

(5）連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

(5）連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

(6）連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定については、子会社ごとに投資効果の発

現する期間を見積り20年以内で均等償却しております。

ただし、重要性がないものについては一時償却すること

としております。

(6）連結調整勘定の償却に関する事項

同左

(7）利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書に表示される利益処分または損失処

理については、当連結会計年度の利益処分または損失処

理を基礎とした繰上方式をもって作成しております。

(7）利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金随時引き出し可能な預金お

よ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。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

当連結会計年度より、「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））

および「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。これにより税金等調整前当期純

利益は372,840千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表関係）

―――――――――

（連結貸借対照表関係）

「信用取引未払金」は、前連結会計年度まで流動負債

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、負債・少数株主持分および資本の合計

額の100分の５を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「信用取引未払金」は

1,158,657千円であります。

（連結損益計算書関係）

(1）当連結会計年度より、売上高の表示を事業区分ごとに

行なっており、自動車販売関連事業に係る売上高を「自

動車販売関連事業売上高」、上場株式等投資事業に係る

売上高を「上場株式等投資事業売上高」ならびにネット

ワーク機器関連事業およびロジスティックス事業に係る

売上高を「その他」として区分表示しております。また、

これに伴い売上原価の表示も事業区分ごとに行なってお

ります。

　なお、前連結会計年度の売上高および売上原価を当連

結会計年度の表示区分で示すと全額が売上高および売上

原価の「その他」となります。

（連結損益計算書関係）

　　「新株発行費償却」は、前連結会計年度まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、営業外費用の合計額の100分の10を

超えたため、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「新株発行費償却」は8,974

千円であります。

(2）前連結会計年度において、不動産賃貸にかかる収入を

営業外収益の「賃貸料収入」と表示しておりましたが、

当連結会計年度より科目名称を変更し、営業外収益の

「不動産収入」としております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

―――――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1）営業活動によるキャッシュ・フローのうち「不動産収

入」(当連結会計年度△192,904千円)および「不動産費

用」(同29,669千円)は従来区分掲記しておりましたが、

金額の重要性が乏しいことから、当連結会計年度から営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて

表示しております。

(2）前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めていた「信用取引未払金の増

減額」（同1,158,657千円）は金額の重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。

(3）財務活動によるキャッシュ・フローのうち「短期借入

による収入」(同11,151,500千円)、「短期借入金の返済

による支出」(同△7,956,289千円)については、当連結

会計年度より「短期借入金の増減額」に集約して表示し

ております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 282,401千円 営業投資有価証券（株式） 5,433,987千円

投資有価証券（株式）  319,606千円

※２　担保に供している資産は次のとおりであります。 ※２　担保に供している資産は次のとおりであります。

営業投資有価証券 1,142,358千円

土地 6,693,410千円

建物及び構築物 3,064,318千円

賃貸不動産 3,710,205千円

その他（投資その他の資産） 10,650千円

商品有価証券 68,154,270千円

土地 6,381,801千円

建物及び構築物 2,612,865千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,665,925千円

その他（流動負債） 1,158,657千円

長期借入金 3,789,359千円

短期借入金 7,926,776千円

受入担保金 15,722,680千円

信用取引未払金 25,059,072千円

長期借入金 841,584千円

　上記の他、信用状取引を行なうために、定期預金

53,000千円、投資有価証券67,360千円を担保に供して

おります。

　上記の他、信用状取引を行なうために、定期預金

53,000千円、投資有価証券100,420千円を担保に供し

ております。

※３　連結子会社である神田通信工業株式会社は、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）およ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ない、土地再評価差額金を

資本の部に計上しております。

※３　連結子会社である神田通信工業株式会社は、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）およ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ない、土地再評価差額金を

資本の部に計上しております。

①　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

価税の計算のために公表された方法により算出した

価額に合理的な調整を行なう方法により、土地の評

価額を算出しております。

①　再評価の方法

同左

②　再評価を行なった年月日　　

 平成14年３月31日

②　再評価を行なった年月日　　

同左

③　再評価を行なった土地の連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

③　再評価を行なった土地の連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

 △1,241,233千円  △116,554千円

※４　発行済株式総数 普通株式 372,884,430株 ※４　発行済株式総数 普通株式 483,936,283株

※５　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下のとおりであります。

※５　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は以下のとおりであります。

 普通株式 8,748株  普通株式 19,404株

　６　手形割引高および裏書譲渡高 　６　手形割引高および裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 88,588千円

受取手形割引高 1,611千円

受取手形裏書譲渡高 45,163千円
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※７　賃貸不動産の内容は次のとおりであります。 ※７　賃貸不動産の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,011,925千円

土地 3,348,668千円

建物及び構築物 316,000千円

土地 68,065千円

※８　短期借入金には、関連当事者の保証による4,000,000

千円が含まれております。

※８　短期借入金には、関連当事者の保証による4,400,000

千円が含まれております。

　その他（流動負債）には、関連当事者の保証による

信用取引未払金1,158,657千円が含まれております。

　長期借入金には関連当事者からの借入金3,550,000

千円が含まれております。

　預り保証金には関連当事者からの保証金300,000千

円が含まれております。

　信用取引未払金には、関連当事者の保証による

6,215,178千円が含まれております。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なものは下記のとおりで

す。

※１　販売費及び一般管理費の主なものは下記のとおりで

す。

広告宣伝費 725,963千円

給料手当 2,493,535千円

退職給付費用 241,918千円

法定福利費 529,000千円

貸倒引当金繰入額 67,030千円

製品保証引当金繰入額 27,000千円

賞与引当金繰入額 367,939千円

減価償却費 606,898千円

賃借料 622,279千円

連結調整勘定償却額 333,516千円

広告宣伝費 776,636千円

給料手当 2,947,915千円

退職給付費用 230,591千円

法定福利費 554,711千円

賞与引当金繰入額 329,436千円

減価償却費 818,224千円

賃借料 835,208千円

連結調整勘定償却額 394,286千円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、699,481千円です。

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、457,985千円です。

※３　　　　　　　　――――――― ※３　上場株式等投資事業売上高には、商品有価証券運用

損益6,507,864千円、持分法投資利益487,934千円を含

んでおります。

※４　上場株式等投資事業売上高のうち23,530,491千円に

つきましては関連当事者との取引によるものであり、

売上総利益に含まれている当該取引による利益は

3,961,344千円であります。

※４　　　　　　　　―――――――

※５　その他（売上高）のうち116,743千円につきまして

は関連当事者との取引によるものであります。

※５　　　　　　　　―――――――

※６　不動産収入のうち405,000千円（権利金300,000千円

を含む）につきましては、関連当事者からのものであ

ります。

※６　不動産収入のうち177,580千円につきましては、関

連当事者からのものであります。

※７　賞与引当金戻入益

　連結子会社の過年度の賞与引当金過剰引当額の目的

外取崩です。

※７　賞与引当金戻入益

　同左

※８　その他（特別利益）に含まれている固定資産売却益

の内容は、次のとおりです。

※８　その他（特別利益）に含まれている固定資産売却益

の内容は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 689千円 機械装置及び運搬具 4,026千円

※９　たな卸資産廃却損の主要なものは、次のとおりです。 ※９　たな卸資産廃却損の主要なものは、次のとおりです。

製品 42,170千円

材料部品 14,567千円

製品 25,021千円

材料部品 208,005千円

※10　固定資産売却損の内容は、次のとおりです。 ※10　固定資産売却損の内容は、次のとおりです。

機械装置及び運搬具 4,612千円 機械装置及び運搬具 1,039千円

工具器具及び備品 41千円

※11　固定資産除却損の内容は、次のとおりです。 ※11　固定資産除却損の内容は、次のとおりです。

建物及び構築物 38,581千円

機械装置及び運搬具 64,777千円

工具器具及び備品 30,454千円

　　　　　　計 133,813千円

建物及び構築物 76,633千円

機械装置及び運搬具 46,178千円

工具器具及び備品 9,197千円

　　　　　　計 132,008千円
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※12 ※12　減損損失

――――――― 減損損失を計上した資産は以下のとおりであります。

場所 用途 種類

愛知県碧南市他 店舗

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

その他 

神奈川県海老名市 事業所

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

リース資産 

その他 

静岡県富士市他 遊休資産

建物及び構築物

土地 

その他 

店舗・事業所については当初想定していない収益性の

低下、遊休資産については時価の下落のため、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額372,840千円を特

別損失としております。内訳は、建物及び構築物158,415

千円、機械装置及び運搬具25,299千円、工具器具及び備

品102,607千円、土地2,999千円、リース資産76,860千円、

その他6,658千円であります。

グルーピングの方法は、主として事業用資産について

は店舗・事業所を、賃貸用資産および遊休資産について

は個別物件を基本単位（資産グループ）としております。

資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、正味売却価額については不動産鑑定評価等

により算定しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表に

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連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 33,557,862千円

預け金 5,848,004千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△117,335千円

現金及び現金同等物 39,288,531千円

現金及び預金勘定 20,684,363千円

預け金 2,979,344千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△64,347千円

現金及び現金同等物 23,599,360千円

※２　株式・組合持分の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式等の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであり

ます。

※２　　　　　　　 

 ―――――――

流動資産 9,605,401千円

固定資産 18,247,521千円

資産合計 27,852,923千円

  

流動負債 16,955,628千円

固定負債 5,716,601千円

負債合計 22,672,230千円

 

 

 

 

　３　　　　　　 

 

　　　　　　　　 　―――――――

　３　新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債）

に付された新株予約権の行使内容　　　　    　　　　

新株予約権の行使による

資本金増加額  　　　　 

 

15,041,692千円

新株予約権の行使による

資本準備金増加額 　

 

14,958,307千円

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額  

 

30,000,000千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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

  

機械装置

及び運搬

具

 
工具器具

及び備品
 その他  合計

取得価額相当

額
 

929,291

千円
 

372,945

千円
 

84,311

千円
 

1,386,547

千円

減価償却累計

額相当額
 

582,571

千円
 

296,859

千円
 

59,399

千円
 

938,830

千円

期末残高相当

額
 

346,719

千円
 

76,085

千円
 

24,911

千円
 

447,717

千円

  

機械装置

及び運搬

具

 
工具器具

及び備品
 その他  合計

取得価額相当

額
 

860,873

千円
 

143,564

千円
 

― 

千円
 

1,004,438

千円

減価償却累計

額相当額
 

435,243

千円
 

87,352

千円
 

― 

千円
 

522,595

千円

期末残高相当

額
 

425,630

千円
 

56,212

千円
 

― 

千円
 

481,843

千円

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 201,727千円

１年超 245,228千円

合計 446,956千円

１年以内 171,643千円

１年超 317,474千円

合計 489,118千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 185,599千円

減価償却費相当額 173,652千円

支払利息相当額 6,155千円

支払リース料 372,168千円

リース資産減損勘定の取崩額 76,860千円

減価償却費相当額 238,505千円

支払利息相当額 8,079千円

減損損失 76,860千円

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

　主としてリース料総額とリース物件の取得価額相当額

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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

 区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの）

営業投資有価証券に属するも

の
   

①　株式 ― ― ―

②　債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

投資有価証券に属するもの    

①　株式 58,939 98,594 39,655

②　債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 58,939 98,594 39,655

合計 58,939 98,594 39,655

（連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの）

営業投資有価証券に属するも

の
   

①　株式 1,200,006 1,185,576 △14,430

②　債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 1,200,006 1,185,576 △14,430

投資有価証券に属するもの ― ― ―

①　株式 13,487 10,599 △2,888

②　債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 13,487 10,599 △2,888

合計 1,213,493 1,196,175 △17,318

総計 1,272,432 1,294,769 22,337
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２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 
前連結会計年度

（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

営業投資有価証券に属するもの 24,730,676 4,857,018 20,795

投資有価証券に属するもの 6,149 ― 3,561

合計 24,736,825 4,857,018 24,356

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 20,320

投資有価証券に属するもの  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 19,113

合計 39,433
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当連結会計年度

１　売買目的有価証券（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

68,594,332 △891,020

２　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

 区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

（連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの）

営業投資有価証券に属するも

の
   

①　株式 4,719 8,480 3,760

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 4,719 8,480 3,760

投資有価証券に属するもの    

①　株式 58,939 142,829 83,890

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 58,939 142,829 83,890

合計 63,659 151,309 87,650

（連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの）

営業投資有価証券に属するも

の
   

①　株式 20,320 13,440 △6,880

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 20,320 13,440 △6,880

投資有価証券に属するもの    

①　株式 14,481 9,218 △5,263

②　債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 14,481 9,218 △5,263

合計 34,801 22,658 △12,143

総計 98,461 173,968 75,507
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３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 
当連結会計年度

（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

営業投資有価証券に属するもの 3,793,627 1,642,953 ―

投資有価証券に属するもの 60 ― ―

合計 3,793,687 1,642,953 ―

４　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 ―

投資有価証券に属するもの  

非上場株式 19,053

合計 19,053

③　デリバティブ取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していな

いため、該当事項はありません。

同左
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社連結子会社は主として、確定給付型の制度として、

厚生年金基金制度、適格退職年金制度および退職一時金

制度を設けております。

　当社連結子会社で総合設立型の厚生年金基金に加入し

ているのは７社で、その年金資産額は1,605,607千円で

す。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社連結子会社は主として、確定給付型の制度として、

厚生年金基金制度、適格退職年金制度および退職一時金

制度を設けております。一部の連結子会社は、当上期に

退職一時金制度および適格退職年金制度より確定拠出年

金制度へ移行しました。

　当社連結子会社で総合設立型の厚生年金基金に加入し

ているのは5社で、その年金資産額は978,424千円です。

２　退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日） ２　退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日）

イ　退職給付債務 △5,461,060千円

ロ　年金資産 1,842,738千円

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △3,618,322千円

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 423,573千円

ホ　未認識数理計算上の差異 182,353千円

へ　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △3,012,394千円

イ　退職給付債務 △1,844,347千円

ロ　年金資産 260,819千円

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,583,527千円

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 △87,843千円

ホ　未認識数理計算上の差異 262,965千円

へ　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △1,408,405千円

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り簡便法を採用しております。

（注）１　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり簡便法を採用しております。

２　適格退職年金制度より確定拠出年金制度への移

行に伴う影響額は次のとおりであります。

　　退職給付債務の減少 2,071,454千円

　　会計基準変更時差異の未処理額 △492,976千円

　　未認識数理計算上の差異 △52,675千円

　　未認識過去勤務債務 ―　千円

　　退職給付引当金の減少 1,525,802千円

また、確定拠出年金制度への資産移管額は

1,168,061千円であり、主として８年間で移管する予

定であります。なお、当連結会計年度末時点の未移

管額803,272千円は、未払金（流動負債の「その

他」）、長期未払金（固定負債の「その他」）に計

上しております。 

３　退職給付費用に関する事項

（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

イ　勤務費用 250,947千円

ロ　利息費用 113,310千円

ハ　期待運用収益 △27,267千円

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 32,688千円

ホ　会計基準変更時差異の費用処理

額
46,047千円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
415,726千円

イ　勤務費用 240,185千円

ロ　利息費用 65,911千円

ハ　期待運用収益 △19,200千円

ニ　数理計算上の差異の費用処理額 20,476千円

ホ　会計基準変更時差異の費用処理

額
16,397千円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
323,769千円

ト　確定拠出年金制度への移行に伴

う損益
△492,094千円 

チ　その他 144,386千円 

 　　　　　　　計 △23,938千円 
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ　勤務費用」に計上しております。

２　厚生年金基金に対する拠出額は、「イ　勤務費

用」に計上しております。

３　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ　勤務費用」に計上しております。

２　厚生年金基金に対する拠出額は、「イ　勤務費

用」に計上しております。

３　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

４　「チ　その他」は、確定拠出年金への掛金支払

額と割増退職金です。　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

ハ　期待運用収益率 主として1.5％

ニ　数理計算上の差異の処理年数  

…主として発生時の従業員の平均残存勤務年数

 

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.3％

ハ　期待運用収益率 3.0％

ニ　数理計算上の差異の処理年数  

…主として発生時の従業員の平均残存勤務年数　

 　　　　　　　　　11年

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 15年　　
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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

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）  

貸倒引当金繰入限度超過額 18,916千円

賞与引当金繰入限度超過額 272,545千円

製品保証引当金繰入限度超過額 10,935千円

退職給付引当金繰入限度超過額 921,589千円

たな卸資産廃却損 131,702千円

減価償却費損金算入限度超過額 13,271千円

投資有価証券評価損 42,999千円

未払事業税 240,109千円

土地評価損 262,700千円

税務上の繰越欠損金 663,820千円

その他 363,294千円

繰延税金資産小計 2,941,884千円

評価性引当金 △1,434,004千円

繰延税金資産合計 1,507,879千円

  

（繰延税金負債）  

未収配当金 202,656千円

土地評価益 1,059,336千円

固定資産圧縮積立金 108,098千円

その他 15,488千円

繰延税金負債合計 1,385,580千円

繰延税金資産の純額 122,299千円

（繰延税金資産）  

貸倒引当金繰入限度超過額 20,263千円

賞与引当金繰入限度超過額 224,273千円

減損損失 133,276千円

退職給付引当金繰入限度超過額 490,571千円

たな卸資産廃却損 12,150千円

減価償却費損金算入限度超過額 13,088千円

投資有価証券評価損 37,989千円

未払事業税 663,532千円

土地評価損 262,700千円

税務上の繰越欠損金 4,151,505千円

その他 511,239千円

繰延税金資産小計 6,520,590千円

評価性引当金 △4,607,269千円

繰延税金資産合計 1,913,320千円

  

（繰延税金負債）  

未収配当金 167,847千円

土地評価益 1,059,336千円

固定資産圧縮積立金 83,785千円

その他 31,941千円

繰延税金負債合計 1,342,911千円

繰延税金資産の純額 570,409千円

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等損金不算入 0.4

住民税均等割等 0.5

評価性引当金の増減 3.1

税務上の繰越欠損金の利用 △2.1

その他 3.2

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
45.8

 （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等損金不算入 0.3

受取配当金の益金不算入 △4.7

住民税均等割等 0.3

評価性引当金の増減 56.3

税務上の繰越欠損金の利用 △9.8

その他 △8.2

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
74.9
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
自動車販売
関連事業
（千円）

ネットワー
ク機器関連
事業
（千円）

ロジス
ティックス
事業
（千円）

上場株式等
投資事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 40,223,004 7,851,540 3,826,759 25,239,584 77,140,889 ― 77,140,889

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
16,395 9,605 ― ― 26,000 (26,000) ―

計 40,239,400 7,861,146 3,826,759 25,239,584 77,166,890 (26,000) 77,140,889

営業費用 39,434,504 7,951,403 3,803,863 19,906,957 71,096,728 132,054 71,228,782

営業利益又は営業損失（△） 804,896 △90,257 22,895 5,332,626 6,070,161 (158,055) 5,912,106

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
       

資産 29,197,697 9,744,909 7,377,723 7,888,690 54,209,021 (30,020,555) 84,229,577

減価償却費 595,400 110,854 164,482 ― 870,737 ― 870,737

資本的支出 2,276,104 304,397 126,703 ― 2,707,205 ― 2,707,205

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要な事業内容

(1）自動車販売関連事業……………新車・中古車販売、自動車整備全般

(2）ネットワーク機器関連事業……通信機器および医療機器の製造販売

(3）ロジスティックス事業…………貨物自動車運送、倉庫業

(4）上場株式等投資事業……………上場株式、未上場株式への投資

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は132,054千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は30,020,555千円であり、その主なものは当社の現

金及び預金であります。

－ 38 －



当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
上場株式等
投資事業
（千円）

自動車販売
関連事業
（千円）

ロジス
ティックス
事業
（千円）

ネットワー
ク機器関連
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 10,883,164 47,038,712 7,730,808 6,894,960 72,547,645 ― 72,547,645

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― 8,700 8,700 (8,700) ―

計 10,883,164 47,038,712 7,730,808 6,903,661 72,556,346 (8,700) 72,547,645

営業費用 2,495,814 46,195,352 7,721,981 6,765,181 63,178,330 832,708 64,011,038

営業利益又は営業損失（△） 8,387,349 843,359 8,827 138,479 9,378,016 (841,409) 8,536,606

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
       

資産 87,017,605 28,034,824 7,222,022 9,271,874 131,546,327 4,846,461 136,392,788

減価償却費 1,219 799,200 279,355 44,233 1,124,009 542 1,124,552

減損損失 － 131,630 － 241,210 372,840 － 372,840

資本的支出 8,103 2,261,975 171,341 82,120 2,523,541 7,754 2,531,296

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要な事業内容

(1）上場株式等投資事業……………上場株式、未上場株式への投資

(2）自動車販売関連事業……………新車・中古車販売、自動車整備全般

(3）ロジスティックス事業…………貨物自動車運送、倉庫業

(4）ネットワーク機器関連事業……通信機器および医療機器の製造販売

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は832,708千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,577,548千円であり、その主なものは当社の現金

及び預金であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容

議決権等
の被所有
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

その他の関

係会社

プリヴェ

チュー

リッヒア

セット・

マネジメ

ント㈱

東京都

千代田区
150

コンサル

ティング

事業・投

資事業

直接

20.7％
―

業務委

託

業務委託 40,138 未払費用 10,500

設備等の賃借 16,595 未払費用 1,380

　（注）１　議決権等の被所有割合には、プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱の指図によるＰＢ包括信託受

託者エス・ジー・信託銀行㈱（プリヴェチューリッヒアセット・マネジメント㈱口）の議決権2.5％が含まれ

ております。

２　上記金額のうち、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を含んでおります。

３　取引及び取引条件の決定方針等

業務委託については、業務内容等を勘案して毎期価格交渉の上決定しております。

設備等の賃借につきましては、近隣相場を勘案して賃借料を合理的に決定しております。

４　資金借入取引（総額1,040,000千円）については、期中に返済して期末残高が無く、その利息に重要性がない

ため、記載しておりません。

(2）兄弟会社等

　該当会社であるプリヴェチューリッヒアセット・マネジメント株式会社については「(1）親会社及び法人主要

株主等」に記載しております。

 

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

（1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

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 松村謙三  ― ―
当社代表

取締役

 直接

0.7％
― ―

証券取引法

第164条第１

項に基づく

取引

16,267 ― ―
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 16.14円

１株当たり当期純利益 7.98円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 7.31円

１株当たり純資産額 79.87円

１株当たり当期純利益 4.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4.24円

　当社は、平成16年５月21日付で株式１株につき10株の株

式分割を行なっております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における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 3.04円

１株当たり当期純利益 0.73円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0.68円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 2,845,041 2,289,799

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,845,041 2,289,799

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 120,000

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （120,000）

普通株式の期中平均株式数（千株） 356,593 461,554

当期純利益調整額（千円） ― ―

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主要内訳（千

株）

新株予約権 32,309 11,069

転換社債型新株予約権付社債 292 38,893

普通株式増加数（千株） 32,602 49,963

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（千株）

新株予約権

株主総会の特別決議日

平成16年９月13日

20,000

新株予約権

株主総会の特別決議日

平成16年９月13日

20,000

新株予約権

株主総会の特別決議日

平成17年６月29日

50,000

－ 41 －



（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

――――――― 平成17年６月29日開催の当社第２回定時株主総会で承認

されました旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の

規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発

行について、平成18年４月17日開催の取締役会において具

体的な内容を決議し、下記のとおり発行いたしました。

①新株予約権の発行日 平成18年４月25日

②新株予約権の発行数

50,000個

（新株予約権1個当たりの目的

となる株式数1,000株）

③新株予約権の発行価額 無償 

④新株予約権の目的たる

株式の種類および数
当社普通株式50,000,000株 

⑤新株予約権の行使に際

して払込みをすべき金

額

新株予約権1個につき310,000円

（1株当たり310円）

⑥新株予約権の行使期間
平成18年４月26日から

平成23年４月25日まで

⑦新株予約権の割当対象

者

当社取締役、監査役、従業員、

特別顧問　合計18名 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 生産高（千円） 前年同期比（％）

ネットワーク機器関連事業 5,116,526 87.2

合計 5,116,526 87.2

　（注）１　金額は標準販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 仕入高（千円） 前年同期比（％）

上場株式等投資事業 130,602,108 618.9

自動車販売関連事業 38,448,627 113.5

合計 169,050,736 307.5

　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注実績

　当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ネットワーク機器関連事業 5,156,004 66.2 640,308 575.9

合計 5,156,004 66.2 640,308 575.9

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高（千円） 前年同期比（％）

上場株式等投資事業 10,883,164 43.1

自動車販売関連事業 47,038,712 116.9

ロジスティックス事業 7,730,808 202.0

ネットワーク機器関連事業 6,894,960 87.8

合計 72,547,645 94.0

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３　前連結会計年度および当連結会計年度における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に

対する割合については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略いたしました。
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