
 

－ 1 － 

 平成１８年３月期  個別財務諸表の概要           平成１８年５月２２日 

 

 上 場 会 社 名  株式会社トーカイ       上場取引所     名 

 コ ― ド 番 号  ９７２９                本社所在都道府県  岐阜県 
 （ＵＲＬ http://www.tokai-corp.com/） 
 代   表   者  役職名 代表取締役社長   氏名 小野木 孝二 
 問 合 せ 先 責 任 者  役職名 執行役員経理本部長 氏名 舟渡 克行  ＴＥＬ (０５８)２６３－５１１１ 
 決算取締役会開催日  平成１８年 ５月２２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３０日   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）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 

 

18年3月期 

17年3月期 

      百万円 

  ２９，１５７ 

  ２８，８８２ 

％

 １．０  

 ２．５  

    百万円

 ２，３８６ 

 １，６１０ 

％

 ４８．２ 

 １２．３ 

    百万円 

 ２，５０６ 

 １，７４１ 

％

 ４３．９ 

  ５．６ 

 

 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

 

18年3月期 

17年3月期 

    百万円 

  １，１５４ 

△１２，８４１ 

％ 

   ― 

   ― 

    円 銭

  ７０ ７７

△８９２ １６

    円 銭

   ―  ―

   ―  ―

％ 

  ９．８ 

△７９．１ 

％

  ７．８ 

  ４．９ 

％

  ８．６

  ６．０

（注）①期中平均株式数     18年3月期 15,891,667株  17年3月期 14,393,133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 
 
 (２) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 

18年3月期 

17年3月期 

  円  銭 

 ８ ００ 

 ８ ００ 

  円  銭 

 ４ ００ 

 ４ ００ 

  円  銭 

 ４ ００ 

 ４ ００ 

    百万円

   １３０ 

   １１５ 

％ 

  １１．６ 

  △０．９ 

％

  ０．９ 

  １．２ 

 
 (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 

 

18年3月期 

17年3月期 

       百万円 

   ３３，５８７ 

   ３０，４１６ 

       百万円

   １３，８２４ 

    ９，７６９ 

％ 

     ４１．２ 

     ３２．１ 

      円  銭

   ８４６ ７３ 

   ６７８ ７５ 

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 16,292,065株    17年3月期 14,392,843株 
   ②期末自己株式数  18年3月期    7,608株    17年3月期    6,830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  

 

中 間 期 

通   期 

     百万円 

 １５，０３３ 

 ３０，０４５ 

     百万円

  １，２３５ 

  ２，３８２ 

     百万円

    ７１０ 

  １，２５２ 

  円 銭 
 ４ ００ 

――― 

  円 銭 
――― 

 ４ ００ 

  円 銭 

――― 

 ８ ００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ７５円０１銭 
※ 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって 
 異なる結果となる可能性があります。 
  上記の予想に関連する事項については、添付資料の７ページの「３．経営成績及び財政状態について （４）次 
 期の見通し」をご参照ください。 
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１ 【財務諸表等】 

（１） 【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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,791  3,684 

２ 受取手形  343  435 

３ 売掛金  3,668  3,817 

４ 有価証券  156  29 

５ 商品  788  689 

６ 資材及び貯蔵品  529  524 

７ 前渡金  0  2 

８ 前払費用  12  16 

９ 繰延税金資産  1,159  1,078 

10 未収入金  312  18 

11 その他  184  196 

貸倒引当金  △79  △79 

流動資産合計  11,867 39.0  10,414 31.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 5,864 6,358  

減価償却累計額  △3,240 2,623 △3,288 3,070 

(2) 構築物  465 498  

減価償却累計額  △362 103 △364 133 

(3) 機械装置  2,916 3,194  

減価償却累計額  △2,607 308 △2,570 623 

(4) 車両運搬具  101 99  

減価償却累計額  △68 32 △70 29 

(5) 工具器具備品  1,914 1,878  

減価償却累計額  △1,080 833 △1,100 778 

(6) 土地 ※１ 4,519  4,506 

(7) 建設仮勘定  300  127 

有形固定資産合計  8,721 28.7  9,269 27.6

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  208  181 

(2) その他  20  16 

無形固定資産合計  229 0.8  198 0.6
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 3,439  4,262 

(2) 関係会社株式  2,279  6,776 

(3) 出資金  602  602 

(4) 長期貸付金  29  23 

(5) 関係会社長期貸付金  101  81 

(6) 長期前払費用  69  81 

(7) 繰延税金資産  2,371  1,138 

(8) 破産再生更生債権等  641  495 

(9) 保険積立金  79  80 

(10) 差入保証金  288  262 

(11) 長期性預金  400  400 

(12) その他  －  31 

貸倒引当金  △703  △530 

投資その他の資産合計  9,597 31.5  13,705 40.8

固定資産合計  18,548 61.0  23,172 69.0

資産合計  30,416 100.0  33,587 100.0
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  －  20 

２ 買掛金  2,813  2,952 

３ 短期借入金 ※１ 2,000  1,400 

４ 一年内に返済する 
長期借入金 

※１ 1,526  2,833 

５ 一年内償還社債  3,000  1,140 

６ 未払金  1,914  1,703 

７ 未払費用  49  65 

８ 未払法人税等  19  62 

９ 未払消費税等  28  87 

10 前受金  26  27 

11 預り金  37  28 

12 前受収益  0  0 

13 賞与引当金  348  352 

14 デリバティブ債務  16  2 

15 その他  10  14 

流動負債合計  11,792 38.8  10,692 31.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  2,000  1,560 

２ 長期借入金 ※１ 4,386  5,056 

３ 長期未払金  479  317 

４ 退職給付引当金  1,253  1,395 

５ 役員退職慰労引当金  143  155 

６ 預り保証金  587  557 

７ その他  2  29 

固定負債合計  8,854 29.1  9,070 27.0

負債合計  20,646 67.9  19,762 58.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 6,581 21.6  7,782 23.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,645 2,842  

２ その他資本剰余金    

(1) 資本準備金減少差益  4,984 －  

資本剰余金合計  6,629 21.8  2,842 8.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

(1) 固定資産圧縮積立金  27 26  

(2) 別途積立金  8,200 761  

２ 当期未処分利益又は 
  当期未処理損失(△) 

 △12,366 1,089  

利益剰余金合計  △4,139 △13.6  1,877 5.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  702 2.3  1,330 3.9

Ⅴ 自己株式 ※３ △6 △0.0  △7 △0.0

資本合計  9,769 32.1  13,824 41.2

負債・資本合計  30,416 100.0  33,587 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

１ リース・ランドリー  17,969 17,312  

２ 商品  7,405 7,612  

３ その他  3,507 28,882 100.0 4,232 29,157 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ リース・ランドリー  8,272 8,958  

２ 商品  6,100 6,357  

３ その他  4,348 18,721 64.8 3,831 19,147 65.7

売上総利益  10,160 35.2  10,009 34.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 荷造運搬費  884 968  

２ 貸倒引当金繰入額  14 ―  

３ 役員報酬  132 139  

４ 給料手当  3,809 2,903  

５ 賞与引当金繰入額  296 266  

６ 退職給付引当金繰入額  134 102  

７ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 11 11  

８ 福利厚生費  823 679  

９ 租税公課  103 144  

10 減価償却費  237 270  

11 その他  2,104 8,550 29.6 2,136 7,623 26.1

営業利益  1,610 5.6  2,386 8.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※１ 82 9  

２ 有価証券利息  2 5  

３ 受取配当金 ※１ 110 120  

４ デリバティブ評価益  27 14  

５ 受取手数料  ― 77  

６ その他  153 375 1.3 118 345 1.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  136 120  

２ 社債利息  34 39  

３ 新株発行費  ― 23  

４ その他  73 244 0.9 41 225 0.8

経常利益  1,741 6.0  2,506 8.6
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 10 12  

２ 投資有価証券売却益  5 4  

３ 投資有価証券償還益  5 ―  

４ 貸倒引当金戻入益  ― 20 0.1 5 22 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 4 0  

２ 固定資産除却損 ※４ 181 93  

３ 投資有価証券評価損  ― 9  

４ 退職給付引当金繰入額  151 68  

５ 関係会社整理損  8,258 ―  

６ 関係会社株式評価損  7,994 ―  

７ 減損損失 ※５ 224 16,814 58.2 51 224 0.8

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 △15,051 △52.1  2,305 7.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 54 72  

法人税等調整額  △2,264 △2,210 △7.6 1,078 1,151 3.9

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △12,841 △44.5  1,154 4.0

前期繰越利益  305  ― 

利益準備金取崩額  226  ― 

中間配当額  57  65 

当期未処分利益又は 
当期未処理損失(△) 

 △12,366  1,089 
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③ 【利益処分案】 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益  ―  1,089

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 ― ― 1 1

合計  ―  1,090

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  ― 65 

２ 役員賞与金  ― 30 

(うち監査役賞与金)  (―) ( 2)

３ 任意積立金   

別途積立金  ― ― ― 95

Ⅳ 次期繰越利益  ―  995

（当期未処理損失の処理）   

Ⅰ 当期未処理損失  12,366  ―

Ⅱ 損失処理額   

１ 任意積立金取崩額   

固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 1 ― 

別途積立金取崩額  7,438 ― 

２ その他資本剰余金からの 
振替額 

 4,926 12,366 ― ―

Ⅲ 次期繰越損失  ―  ―

（その他資本剰余金の処分）   

Ⅰ その他資本剰余金   

 １ 資本準備金減少差益  4,984 4,984 ― ―

Ⅱ その他資本剰余金処分額   

 １ 配当金  57 ― 

 ２ 利益剰余金への振替額  4,926 4,984 ― ―

Ⅲ その他資本剰余金次期 
  繰越額  ―  ―

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

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) 子会社株式及び関連会社株式 

  ‥‥移動平均法に基づく原価法 

(2) その他有価証券 

 ①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

しております) 

 ②時価のないもの 

  ‥‥移動平均法に基づく原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  ‥‥同左 

(2) その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

  ‥‥同左 

 

 

 

 

 ②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 

デリバティブ 

  ‥‥同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  ‥‥移動平均法に基づく原価法 

(2) 資材及び貯蔵品 

  ‥‥移動平均法に基づく原価法 

(1) 商品 

  ‥‥同左 

(2) 資材及び貯蔵品 

  ‥‥同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 建物(建物附属設備を除く) 

  ‥‥定額法 

 その他の有形固定資産 

  ‥‥定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

 建物及び構築物 15～50年

 機械装置及び 

 車両運搬具 
５～17年

 工具器具備品 ３～20年
 

(1) 有形固定資産 

 建物(建物附属設備を除く) 

  ‥‥同左 

 その他の有形固定資産 

  ‥‥同左 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

 建物及び構築物 15～50年

 機械装置及び 

 車両運搬具 
３～17年

 工具器具備品 ３～20年
 

 (2) 無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用分) 

  ‥‥社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(2)無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用分) 

  ‥‥同左   

 

 (3) 投資その他の資産 

 長期前払費用 

  ‥‥定額法 

(3) 投資その他の資産 

 長期前払費用 

  ‥‥同左 

５ 重要な繰延資産の処理方

法 

 社債発行費は、支出時に全額費用と

して処理しております。 

 新株発行費及び社債発行費は、支出

時に全額費用として処理しておりま

す。 

６ 外貨建の資産又は負債の

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おります。

    同左 

７ 引当金の計上基準 

 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるた

め、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。 

(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

の翌事業年度から費用処理することと

しております。 

 なお、会計基準変更時差異(757百万

円)については、５年による均等額を費

用処理しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

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

の翌事業年度から費用処理することと

しております。 

（追加情報） 

 当社は、確定拠出年金法及び確定給

付企業年金法の施行に伴い、平成18年

４月に適格退職年金制度及び退職一時

金制度から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）を適用いたします。これによる影

響額は68百万円であり、特別損失に計

上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  同左 

８ 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 

９ 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の方法 

 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。 

 ただし、資産に係る控除対象外消費

税等は、発生事業年度の期間費用とし

ております。 

消費税等の会計処理の方法 

  同左 
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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） 

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）が適用できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これにより営業利益及び経常利益は3百万円

増加し、税引前当期純損失は220百万円増加しておりま

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。 

―――――― 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

（営業権の償却方法） 

従来、営業権については、取得時に一括償却しており

ましたが、近年の事業買収の増加傾向を勘案し、営業権

の効果の発現が見込まれる期間をもとに費用収益の対

応の適正化を図るため、当事業年度より、５年で均等額

を償却する方法に変更しております。 

この変更による影響は軽微であります。 

 

（病院等業務受託先での駐在業務に係る費用処理） 
従来、病院等の業務受託先に駐在し、看護補助業務及

び清掃業務に携わる人件費等の費用については、販売費

及び一般管理費に計上しておりましたが、当該業務の規

模の拡大に伴い、これに関連して発生する諸費用の分析

を行った結果、売上高に直接対応する費用を把握するこ

とにより、売上原価及び売上総利益をより適正に表示す

るため、当期より、売上高に直接対応する費用について

は売上原価として処理する方法に変更しております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、売上原価は2,095百万円増加し、売上総利益と販

売費及び一般管理費は同額減少しておりますが、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はあり

ません。 
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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） 

１ 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年

６月９日法律第97号）の施行に伴い、前事業年度(18

百万円）まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました投資事業有限責任組合への

出資を、当事業年度(16百万円）から「投資有価証

券」に含めて表示しております。 

―――――― 

２ 未収入金は総資産の1/100を超えたため区分掲記す

ることにいたしました。なお、前事業年度は流動資

産のその他に59百万円含まれております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

 建物 1,157百万円

 土地 899百万円

 投資有価証券 1,095百万円

合計 3,153百万円

 担保付債務は、次のとおりであります。 

 短期借入金 1,050百万円

 長期借入金  1,150百万円

合計 2,200百万円
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

 建物 829百万円

 土地 186百万円

 投資有価証券 1,442百万円

合計 2,458百万円

 担保付債務は、次のとおりであります。 

 短期借入金 100百万円

 長期借入金  1,866百万円

(1年内に返済する長期借入金を

含む） 

合計 1,966百万円
 

※２ 株式の状況 

 授権株式数  

  普通株式 45,000,000株

  ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。 

 発行済株式の総数 

  普通株式 14,399,673株
 

※２ 株式の状況 

 授権株式数  

  普通株式 57,000,000株

  ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。 

 発行済株式の総数 

  普通株式 16,299,673株
 

※３ 自己株式 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,830株

であります。 

※３ 自己株式 

  当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,608株

であります。 

 ４ 保証債務 

(1) 次の会社の銀行借入等について保証を行っており

ます。 

 トーカイフーズ㈱ 720百万円

 ㈱日本情報マート 323百万円

 たんぽぽ薬局㈱ 198百万円

 ㈱サン・シング東海 134百万円

 シーシーエヌ㈱ 133百万円

 トーカイ開発㈱ 15百万円

 

(2) 当社従業員の銀行借入について保証を行っており

ます。 

 当社従業員 ３人 12百万円

(3) 子会社であるトーカイ開発㈱のゴルフ会員権を購

入する顧客のため、金融機関との提携ローンに対す

る同社の保証債務について連帯保証を行っておりま

す。 

 388百万円

合計 1,926百万円
 

 ４ 保証債務 

(1) 次の会社の銀行借入等について保証を行っており

ます。 

 トーカイフーズ㈱ 320百万円

 ㈱日本情報マート 281百万円

 ㈱サン・シング東海 124百万円

 シーシーエヌ㈱ 111百万円

 その他（１社） 3百万円

 

 

(2) 当社従業員の銀行借入について保証を行っており

ます。 

 当社従業員 １人 2百万円

(3) 子会社であるトーカイ開発㈱のゴルフ会員権を購

入する顧客のため、金融機関との提携ローンに対す

る同社の保証債務について連帯保証を行っておりま

す。 

 271百万円

合計 1,114百万円
 

 ５ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資

産額 

 693百万円
 

 ５ 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する増加純資

産額 

 1,328百万円
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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 関係会社に対する事項 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

 受取利息 72百万円

 受取配当金 72百万円
 

※１ 関係会社に対する事項 

  関係会社に対するものは次のとおりであります。 

 受取利息 1百万円

 受取配当金 80百万円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 建物 0百万円

 構築物 0百万円

 機械装置 2百万円

 土地 7百万円

 ソフトウェア 0百万円

合計 10百万円 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 土地 12百万円

 差入保証金 0百万円

合計 12百万円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

 車両運搬具 1百万円

 工具器具備品 3百万円

合計 4百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

 車両運搬具 0百万円

 工具器具備品 0百万円

 差入保証金 0百万円

合計 0百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物 72百万円

 構築物 11百万円

 機械装置 26百万円

 車両運搬具 0百万円

 工具器具備品 5百万円

 ソフトウェア 65百万円

合計 181百万円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物 62百万円

 構築物 3百万円

 機械装置 20百万円

 車両運搬具 0百万円

 工具器具備品 3百万円

 ソフトウェア 2百万円

合計 93百万円 
※５ 減損損失の内訳等 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

① 用途 

会員制サービス事業のスポーツ関連施設及び遊休

不動産等 

② 種類及び場所 

スポーツ関連施設は、ゴルフ場「上宝トーカイカン

トリークラブ」（岐阜県高山市）及びスキー場「ホワ

イトピアたかす」（岐阜県郡上市）の２施設について、

遊休不動産等は、岐阜県下呂市他に保有する土地等に

ついて減損損失を計上しました。 

③ 減損損失の内訳 

 
スポーツ 
関連施設 

遊休 
不動産等 

合計 

 建物 0百万円 0百万円 0百万円

 土地 － 193百万円 193百万円

 その他 23百万円 5百万円 29百万円

合計 24百万円 200百万円 224百万円
 

※５ 減損損失の内訳等 

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

① 用途 

遊休不動産等 

 

② 種類及び場所 

遊休不動産等は、大阪市の旧大阪支店建物施設等及

び岐阜県郡上市に保有する土地の減損損失を計上し

ました。 

 

 

③ 減損損失の内訳 

 
遊休 

不動産等

 建物 38百万円

 構築物 0百万円

 土地 12百万円

 その他 0百万円

合計 51百万円
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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) 

(2) 資産のグルーピングの方法 

当社は、事業の区分をもとに、概ね独立したキ

ャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、

主に事業所を単位として資産のグルーピングを行

っております。 

なお、減損損失を認識したスポーツ関連施設に

係る資産及び遊休不動産等については、それぞれ

個別の物件毎にグルーピングしております。 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 

スポーツ関連施設のうち、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスの施設の資産について減

損損失を認識しました。遊休不動産等は、継続的

に地価が下落している資産について減損損失を認

識しました。 

(4) 回収可能価額の算定方法 

スポーツ関連施設及び遊休不動産等の回収可能

価額は、正味売却価額により測定しており、固定

資産税評価額を合理的に調整した価格等を使用し

ております。 

(2) 資産のグルーピングの方法 

当社は、事業の区分をもとに、概ね独立したキ

ャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、

主に事業所を単位として資産のグルーピングを行

っております。 

なお、減損損失を認識した遊休不動産等につい

ては、それぞれ個別の物件毎にグルーピングして

おります。 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 

遊休不動産等は、継続的に地価が下落している

資産について減損損失を認識しました。 

 

 

 

(4) 回収可能価額の算定方法 

遊休不動産等の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、固定資産税評価額を合理的

に調整した価格等を使用しております。 

 

 

（２）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おります。 

 

（３）有価証券関係 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても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。 
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（４）税効果会計関係 

 

項目 
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 

 

  繰延税金資産  
   たな卸資産評価損 13百万円  39百万円
   投資有価証券評価損 307百万円  312百万円
   賞与引当金 141百万円  142百万円
   貸倒引当金 285百万円  236百万円
   退職給付引当金 488百万円  564百万円
   役員退職慰労引当金 58百万円  62百万円
   関係会社株式評価損 3,730百万円  3,730百万円
   減損損失 80百万円  85百万円
   繰越欠損金 2,741百万円  1,681百万円
   その他 65百万円  101百万円
  繰延税金資産小計 7,912百万円  6,957百万円
   評価性引当額 △3,949百万円  △4,074百万円
  繰延税金資産合計 3,962百万円  2,883百万円

  
  繰延税金負債  
   固定資産圧縮積立金 △17百万円  △16百万円
   その他有価証券評価差額金 △413百万円  △650百万円
  繰延税金負債合計 △431百万円  △666百万円

  繰延税金資産の純額 3,531百万円  2,216百万円
  
   

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  40.4％  40.4％
(調整)     

交際費等永久に損金に算入されない項目  △0.1％  1.6％
受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目 

 
0.2％  △0.8％

住民税均等割等  △0.2％  1.8％
評価性引当額の増加  △25.6％  5.4％
その他  0.0％  1.5％
税効果会計適用後の法人税等の負担率  14.7％  49.9％

   

 

 

２．役員の異動 

該当事項はありません。 

 

以 上 


