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 平成１８年３月期   決算短信（連結）           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 ー 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 
 米国会計基準採用の有無      無 
 
１．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               （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 

 ７２，７０１ 

 ５６，６６６ 

％

 ２８．３ 

  ９．４ 

     百万円

  ６，１０７ 

  ４，６１５ 

％

 ３２．３ 

 ４４．７ 

     百万円 

  ６，５８４ 

  ４，７３８ 

％ 

 ３９．０ 

 ３５．４ 

 
 
 

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 

  ２，４４６ 

△１２，１９３ 

％ 

   ― 

   ― 

円 銭

 １５０ ０４

△８４８ ９４

円 銭

   ―  ―

   ―  ―

％ 

 １９．８ 

△７７．８ 

％

 １１．０ 

  ７．９ 

％

  ９．１

  ８．４

（注）①持分法投資損益   18年3月期   －百万円  17年3月期   －百万円 
   ②期中平均株式数(連結)18年3月期 15,882,815株  17年3月期 14,393,133株 
   ③会計処理の方法の変更    有 
   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 

 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 

   ６６，３６６ 

   ５３，１００ 

       百万円

   １５，１４６ 

    ９，５６７ 

         ％ 

     ２２．８ 

     １８．０ 

      円  銭

   ９２６ ３１ 

   ６６２ ９６ 

（注）期末発行済株式数(連結)18年3月期 16,283,191株  17年3月期 14,392,843株 
 
 (３) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

 

18年3月期 

17年3月期 

       百万円 

    ６，４５３ 

    ４，６１６ 

       百万円

△   １，８３７ 

△   １，１７２ 

       百万円 

△     ６５３ 

△   ２，２３３ 

       百万円

   １１，８９６ 

    ７，９２０ 

 
（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 １４社  持分法適用非連結子会社数   －社  持分法適用関連会社数   －社 
 
（５）連結範囲及び持分法の適用範囲の異動状況 

   連結 （新規）  ４社 （除外）  １社  持分法 （新規）  －社 （除外）  －社 
 
２．平成１９年３月期の連結業績予想（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 

 

中 間 期 

通   期 

           百万円

       ３７，１８４ 

       ７５，４６６ 

           百万円

        ２，６２５ 

        ５，８２５ 

           百万円

        １，０３６ 

        ２，４６９ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    １４７円７３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．企業集団の状況 
 
当社グループは、当社、子会社 18 社及び関連会社 1 社で構成され、「健康生活サービス」、「調剤サービス」、「環境

サービス」、「会員制サービス」「その他」の 5 分野に関係する事業を行っています。各事業に携わる連結子会社数は、
健康生活サービス事業で 5 社、調剤サービス事業で 3 社、環境サービス事業で 2 社、会員制サービス事業で 2 社、そ
の他の事業で 2 社となっております。 
当社グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業

区分は、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しており、その変更の内容については 24 ページの「４
【連結財務諸表等】（２）セグメント情報」に記載のとおりであります。 

 
「健康生活サービス」…この事業では、当社及び関係会社がシルバー事業（介護用品・機器等の販売及びレンタル）、

病院関連事業（病院寝具・白衣のレンタル、医療関連商品の販売及びレンタル、看護補助業
務、病院給食など病院運営のサポート事業）、寝具・寝装品類のレンタル及び販売、ホテル・
レジャー施設などへのシーツ類のレンタル、クリーニング設備の製造及び販売などを行って
おります。 

  ［連結子会社］ 大豊商事㈱、㈱トーカイ(四国)、㈱プレックス、トーカイフーズ㈱、㈱サン・シング東海 
 

「調 剤 サ ー ビ ス」…この事業では、関係会社が調剤薬局の経営を行っております。 
 ［連結子会社］ たんぽぽ薬局㈱、㈱高山調剤センター、㈱レインボー薬局 

 
「環 境 サ ー ビ ス」…この事業では、当社及び関係会社が主にリースキンブランドの環境美化用品のレンタル及び

病院施設などの建物の清掃・管理を行っております。 
［連結子会社］ ㈱ティ・アシスト、㈱リースキンサポート 
 

「会員制サービス」…この事業では、関係会社がゴルフ場やスキー場の運営、企業向けの情報配信サービスなどを
行っております。 

［連結子会社］ トーカイ開発㈱、㈱日本情報マート 
 

「そ の 他」…この事業では、関係会社が商事業務と木工製品の製造販売を行っております。 
［連結子会社］ 岐阜商事㈱、新八幡木工㈱ 

 
事業の系統図は次のとおりであります。 

■調剤サービス ■健康生活サービス
○たんぽぽ薬局㈱ ○トーカイフーズ㈱
調剤薬局の運営 メディカル給食の提供

○㈱高山調剤センター ○㈱サン・シング東海
調剤薬局の運営 寝具製造及び洗濯

○㈱レインボー薬局 ○大豊商事㈱
調剤薬局の運営 寝具リネンサプライ

○㈱トーカイ（四国）
■会員制サービス 寝具リネンサプライ
○トーカイ開発㈱ 介護用品レンタル・販売
ゴルフ場・スキー場経営 ○㈱プレックス

洗濯機械製造・販売

■環境サービス
○㈱ティ・アシスト
清掃業務の提供

○㈱リースキンサポート
レンタルサービス

■会員制サービス
○㈱日本情報マート
経営情報の提供

■その他
○岐阜商事㈱

主な非連結子会社 機械･工具販売
㈲玉藻リネンサービス ○新八幡木工㈱

木工家具製造

製品・商品の流れ サービスの流れ ○印は、連結子会社

　■健康生活サービス
　■環境サービス

一般ユーザー 医療機関・福祉施設・企業

当

社

 
＜主要な関係会社の異動の状況＞ 
平成 17 年 6 月 1 日付で大豊商事㈱の株式取得を実施しており、平成 17 年 4 月 1 日付で大豊商事㈱及びその子会社

である㈱トーカイ（四国）、㈱プレックス、西日本たんぽぽ薬局㈱の計 4 社を連結子会社に含めております。また、
連結子会社たんぽぽ薬局㈱は、平成 17 年 11 月 1 日付で連結子会社西日本たんぽぽ薬局㈱を吸収合併しております。 
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２．経営方針について 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、21 世紀のキーワードであります「福祉」「環境」「健康」の 3 分野に

関連する健康生活サービス、調剤サービス、環境サービス、会員制サービス及びその他の 5 事業により構成され、「清

潔と健康」を基本コンセプトに人々の健康の増進、環境の向上及び福祉の充実に寄与する企業として事業を推進して

おります。 
経営環境の変化に適切に対応するとともに走攻守のバランスのとれた企業経営を目指して、経営資源の有効活用を

推進しつつ、各事業分野でのシェア向上に努めてまいります。そして、お客様、株主様、従業員、社会から信頼され、

存在価値の高い企業となるべく持続的な企業価値の向上に努めてまいります。 
 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

株主様への利益還元につきましては、安定的に継続配当することを基本に、当期及び今後の業績を勘案して行うこ

ととしております。これは、当社の要となる病院関連やシルバー事業などで、業界の再編に伴うＭ＆Ａやアウトソー

シング化の加速により一層の業容の拡大が見込めると考えており、しばらくは右肩上がりの成長路線を描くであろう

と予想しております。 
よって利益配分につきましても、株主様への短期的な配当利回りの向上ではなく、一層の業績向上を目指し、一株

当りの当期純利益拡大に結びつく戦略的投資に充当したいと考えております。もちろん、将来的に安定成長段階に至

りました時は、株主様への還元を厚くすることも重要な選択肢の一つであると認識しております。 
また、安定した商品供給やコスト削減のための設備の更新など基盤整備への投資も不可欠となります。従いまして、

内部留保資金につきましては、営業拠点の整備・施設の充実、Ｍ＆Ａなどの戦略的投資、工場等の継続的な合理化投

資やお客様へのサービス向上のための情報化投資などに充ててまいります。 
 
（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

平成 14 年 8 月 1 日に個人投資家が参加しやすい環境を整えるため、1 単元の株式数を 1,000 株から 100 株に引き

下げました。これにより、株式のインターネット売買の拡大と相まって､当社株式の流通の活性化と投資家層の拡大が

徐々に図られてまいりました。 
平成 17 年 3 月期末の株主数は 1,210 名でしたが、平成 17 年 6 月に実施した公募増資の影響もありまして、当期末

の株主数は 2,236 名と大幅に増加いたしました。 
 
（４）目標とする経営指標 

中長期的に当社グループがベンチマークとする経営指標は、8％以上のＲＯＥ（株主資本当期純利益率）としてお

りましたが、前期において連結子会社瑞穂トーアリゾート㈱の売却及び「固定資産の減損に係る会計基準」の早期適

用を実施したために、資本効率が飛躍的に向上することとなりました。その結果、ＲＯＥの目標数値は 20％に引き上

げ、「売上高」と「経常利益」につきましては、引き続きその持続的な拡大を目指してまいります。 
 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、常にお客様のニーズを大切にし、そのお客様のニーズを先取りすることで企業が持続的かつ安

定的に成長する経営基盤が形作られるものと考えております。 
① 事業再編 

当社グループの事業は、「健康生活サービス」「調剤サービス」「環境サービス」「会員制サービス」及び「その他」

と 5 つのセグメントで構成されておりますが、前期においてスポーツ事業を再編するために、連結子会社瑞穂トーア

リゾート㈱の株式売却及び｢固定資産の減損に係る会計基準｣の早期適用を実施し、飛躍的にその収益構造を改善いた

しました。また、昨年の 6 月には当社グループのコア事業の一つであります「健康生活サービス」事業拡大のために、

大豊商事グループを M&A により子会社化しました。今後もコア事業への積極投資を促進し更なるシェア拡大に努め

てまいりますが、このように事業再編については、大胆にそして迅速に対処していきたいと考えております。 
 
② 収益力の向上 

先に記した 21 世紀のキーワードのうち「福祉」「健康」の分野に関連する「健康生活サービス」は、当社グループ

のコア事業であり、それぞれがこれからも発展するマーケットの中で事業を行っております。シルバー事業では、営

業拠点の数を増やしユーザー様との距離を縮めることで、より大きなシェアの獲得を目指します。病院関連事業では、

医療法等の改正により病院様の経営が厳しさを増す中で、アウトソーシングされる事業が増加し、外注化率も高くな

ってきております。その受け皿として、ワンストップで様々なソリューションが提供できる強みを生かし、病院給食

のトーカイフーズ㈱や病院清掃の㈱ティ・アシストと共にグループの総力を挙げて、病院運営のパートナーとしての
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地位を固めていきたいと考えております。「調剤サービス」では、薬剤師の研修制度を充実させることでその質・量の

増大を図り、東海、北陸、近畿地方を中心とする着実な店舗の増加に努めてまいります。 
「環境サービス」では、食品工場、厨房施設等での衛生管理について、今後益々ハイレベルな管理が要求されるな

か､厨房の衛生管理など新しい営業アイテムを積極的に推進するとともに、家庭用市場の開拓にも注力してまいります。 
 

（６）会社の対処すべき課題 

当社グループが対処すべき課題は、事業の拡大とその内部体制の充実とをいかに整合性をとりながら進めていくか

だと考えております。また、医療法改正、薬価改訂、介護保険制度の改正などめまぐるしく変わる事業環境にも的確

に対処していかなければなりません。 
① 営業活動 

当社グループが行っております事業は、その相手とする市場が成熟期にあるものと成長期にあるものとに分かれま

す。「環境サービス」など成熟期にあるものは、そのマーケットの大きな拡大は望めませんが、厨房の衛生管理や個人

市場の開拓などシェアの持続的な拡大に努めなければなりません。 
一方､「健康生活サービス」に属するシルバー事業や、当期から独立したセグメントとなった調剤薬局事業など成

長期にあるものは､マーケットの拡大スピードに遅れることなく着実な成長を遂げるために､新たな人材の獲得と育成

に努める必要があります。また、病床数の増加が見込めない病院関連事業では、アウトソーシングされる事業の増加

や外注化率の増加を好機と捉え、積極的にシェア向上に取り組まなければなりません。 
全般的にサービス業においては、人材育成が他社との差別化を図る上での最重要課題であると考え､人材の育成に

力を注いでまいります。 
 

② 環境活動 
当社事業の利益の源泉でありますレンタル事業は、事業そのものが循環型社会を構築する上で不可欠なものであり､

当社事業の推進は環境保護に役立つと考えております。さらに、環境保護に対処するために、平成 15 年 10 月に羽島

本部でＩＳＯ14001 の登録認証を取得致しました。 
今後はその精神を、全社あるいはグループ全体へと広げることが重要であると考えており、その推進策のひとつと

しまして職場環境の向上を目指し、『おそうじ読本』というマニュアルを作成し、それに沿った全グループによる職場

の環境美化運動を継続しております。 
また、レンタル資材のアイテム削減や廃棄シーツの再利用、廃棄ペットボトルを再利用したエコ寝具やエコマット

の開発及び拡販を積極的に進めてまいります。さらに、洗濯設備を中核とする生産本部ではC重油並びに電力使用量、

汚泥排出量及び産業廃棄物の削減に努めるべく年度ごとの目標を設け、着実な実施に向け努力しなければなりません。

全社規模では、エコドライブを推奨して車両の燃料効率アップやコピー用紙の削減など、環境負荷の低減に努めてま

いります。 
 

③ ＩＲ活動 
会社法を始めとする一連の法改正は、企業の経営実態をより透明性の高いものへと変えていくことを要求しており

ますが、当社といたしましてもディスクロージャー体制のあり方やアカウンタビリティに対する認識を深めることが

大切であると考えております。四半期開示や決算の早期化に対応する基幹会計システムが本格稼動となり、よりスピ

ーディな会計システム体制の構築に鋭意努めてまいりました。今後は当社グループ内への普及を進め、更なる連結会

計のスピードアップを図り、適切で公平かつ迅速なＩＲ活動を推進してまいりたいと存じます。 
 

（７）親会社等に関する事項 

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について 
 

（１）経営成績 

 
① 業績の概況 

当連結会計年度の経済状況は、海外では北米や欧州経済が順調に推移し、また、アジアでも中国が輸出を武器に高

い成長を持続しました。一方国内では、企業収益の改善に伴う設備投資の堅調な増加や個人消費の回復、また雇用情

勢にも改善がみられるなど概ね緩やかな景気回復基調を持続しました。 
このような経済環境を背景に当社グループの連結業績は、平成 17 年 6 月に株式取得しました大豊商事グループの

業績が加算されたことに加え、「健康生活サービス」「調剤サービス」及び「その他」のセグメントで増収増益を果た

すなど、既存事業も概ね順調に推移しました。 
この結果、当連結会計年度の売上高は前年同期比 160 億 35 百万円増加（28.3％増）の 727 億 1 百万円、営業利益

は前年同期比 14 億 91 百万円増加（32.3％増）の 61 億 7 百万円、経常利益は前年同期比 18 億 46 百万円増加（39.0％
増）の 65 億 84 百万円、当期純利益は 24 億 46 百万円（前年同期は 121 億 93 百万円の当期純損失）となり過去最高

益を更新し、経常損益では 6 期連続の増収増益を達成いたしました。 
また、トーカイ単体では、売上高 291 億 57 百万円（前年同期比 1.0%増、2 億 74 百万円増加）、営業利益 23 億 86

百万円（前年同期比 48.2%増、7 億 76 百万円増加）、経常利益 25 億 6 百万円（前年同期比 43.9%増、7 億 64 百万円

増加）、当期純利益は 11 億 54 百万円（前年同期は 128 億 41 百万円の当期純損失）と増収増益を達成いたしました。

なお、売上高は、6 期連続の増収、経常損益では 2 期連続の増益となりました。 
 

② セグメント別の業績 

「健康生活サービス」 
大豊商事グループの加入が増収増益の大きな要因となりましたが、既存事業でも看護補助業務など新たなアウトソ

ーシング事業の受託を大幅に伸ばした病院関連事業や、前期や前々期に出店した新しい営業所の業績が好調に推移し

たシルバー事業、病院や老人施設からの新規受託が好調だった給食事業なども業績の拡大に寄与しました。 
この結果、売上高 335 億 45 百万円（前年同期比 56.3%増）、営業利益 43 億 86 百万円（前年同期比 38.8%増）と

大幅な増収増益となりました。 
 
「調剤サービス」 
新たに健康生活サービスから独立した「調剤サービス」ですが、合併した大豊商事グループの 4 店舗に加え、7 店

舗の新規出店があり合計で 83 店舗体制となりました。 
この結果、売上高は前期より 31 億 71 百万円増加の 214 億 26 百万円（前年同期比 17.4%増）、営業利益は大豊商

事グループの赤字店舗を継承したにもかかわらず、93 百万円増加の 18 億 11 百万円（同比 5.5%増）と増収増益を達

成しました。 
 
「環境サービス」 
企業業績が緩やかに回復するなか、マット・モップにつぐ新しい戦略商品としての空気清浄機やトイレ除菌のため

のシートクリーナーの拡販、新たな営業戦略として厨房の衛生管理に注力いたしました。収益面では、下期に獲得し

た全国規模の量販店とコンビニエンスストアーへの資材投下が響き減益となりましたが、来期以降の収益に結びつく

ものと期待されます。 
この結果、売上高は 98 億 31 百万円（前年同期比 3.6％増）、営業利益は 7 億 65 百万円（前年同期比 12.6％減）と

なりました。 
 
「会員制サービス」 

 瑞穂トーアリゾート株式会社を前期に売却しましたので、売上高は 15 億 47 百万円と 1 億 52 百万円の減収（前年

同期比 9.0％減）となりましたが、利益面では同社の営業損失計上がなくなった影響で 1 億 61 百万円に上る収益改善

を図り、1 億 20 百万円の営業損失（前年同期比 57.3％減）に留まりました。 
 
「その他」 
その他事業では､自動車業界の好業績に引っ張られる形で岐阜商事株式会社が好調に推移し、売上高 63 億 50 百万

円（前年同期比 10.3％増）、営業利益 3 億 17 百万円（前年同期比 40.8％増）の増収増益となりました。 
 

（注）当連結会計年度において事業のセグメント区分の変更を行っており、前年同期比は変更後のセグメント区分に

よっております。 
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（２）財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、経常利益 65 億 84 百万円

と増益であったこと及び新株の発行による収入が 23 億 73 百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ 39
億 75 百万円（50.2％）増加し、当連結会計年度末には 118 億 96 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前年同期比 18 億 36 百万円（39.8％）増加し、64 億 53

百万円となりました。これは、主にシルバー事業、病院関連事業などの「健康生活サービス」及び「調剤サービス」

事業分野が好調だったことにより営業収入が増加したことによるものであります。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度における投資活動により支出した資金は、前年同期比 6 億 64 百万円（56.7％）増加し、18 億 37

百万円となりました。これは、主に子会社大豊商事株式会社の株式取得及び当社横浜工場の洗濯設備の新設など有形

固定資産の取得等による支出が増加し、貸付金の回収による収入が増加したことによるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度における財務活動により支出した資金は、前年同期比 15 億 80 百万（70.7％）円減少し、6 億 53

百万円となりました。これは、主に子会社大豊商事株式会社の株式取得のための資金調達等による新株の発行による

収入が増加したことによるものであります。 
 

（３）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下

に、当社グループの事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主

な事項を記載しております。当社グループでは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、予防及び対処について

万全を期す所存であります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末日現在において当社が判断し

たもので、将来に渡るリスク全てを網羅したものではありません。 
 

① 事業活動に内包するリスクについて 
当社グループでは、病院及びその関連施設をお客様として数多くのサービスを提供しておりますが、その業務によ

っては食中毒や外部要因による食材の安定供給阻害、あるいは院内感染や調剤過誤などを要因とするリスクを伴って

おります。当然のことながら、各種講習会や社内の啓蒙活動を通じて、これらリスクの発生を未然に防止するよう努

めておりますが、その発生規模によっては当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 

② 法的規制について 
当社グループのシルバー事業では介護保険法、調剤薬局事業では薬事法などにより法的規制を受けております。当

該規制の変更については、関係省庁、各種業界団体からの情報収集に努め、これらリーガルリスクの影響を極小化す

るよう努めておりますが、法改正によっては当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、薬局の出店につきましては、薬剤師の資格取得者確保の状況により出店計画に影響を及ぼす可能性があります。 
 

③ スポーツ事業について 
ゴルフ場及びスキー場を運営するスポーツ事業では、その収益環境は天候不順の影響やスキー人口の減少などによ

り大変厳しいものとなっております。また、預託金の償還問題は大変重要であり、さらに「固定資産の減損に係る会

計基準」の適用による評価は毎期見直され､今後の地価の動向や当セグメントの収益状況によっては当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

④ 個人情報保護について 
当社グループでは、数多くの個人情報を取り扱っており、コンピュータ上の情報セキュリティには万全を期す方針

でありますが、外部からのハッキングなど、不測の事態により、万が一、個人情報が外部に遺漏するような事態に陥

った場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤ Ｍ＆Ａ（企業の合併と買収）について 
当社グループは、当社の事業目的に沿ってＭ＆Ａも重要な経営課題のひとつとして位置づけております。 
Ｍ＆Ａを行う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって

極力リスクの低減に努めておりますが、Ｍ＆Ａを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられま

す。また、Ｍ＆Ａの対象会社が外部環境の変化等各種の要因により、当社の当初の期待通りの、成果をあげられない

可能性もあります。これらの場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

（４）通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、売上高 754 億 66 百万円、経常利益 58 億 25 百万円、当期純利益 24 億 69 百万円、

トーカイ単体では売上高 300 億 45 百万円、経常利益 23 億 82 百万円、当期純利益 12 億 52 百万円を予想しておりま

す。 
 

（５）その他 

該当事項はありません。 
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４ 【連結財務諸表等】 

（１） 【連結財務諸表】 

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) 

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  8,107  12,213 

２ 受取手形及び売掛金  9,300  11,826 

３ 有価証券  656  49 

４ たな卸資産  2,833  3,223 

５ 繰延税金資産  1,360  1,427 

６ その他  489  403 

貸倒引当金  △107  △118 

流動資産合計  22,640 42.6  29,024 43.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※１ 16,515 19,779  

減価償却累計額  △10,083 6,432 △11,751 8,027 

(2) 機械装置及び運搬具  6,380 9,842  

減価償却累計額  △5,636 744 △7,928 1,914 

(3) 土地 ※1,7 8,800  11,280 

(4) コース勘定  3,290  3,290 

(5) 建設仮勘定  313  128 

(6) その他  2,734 3,028  

減価償却累計額  △1,725 1,009 △1,961 1,066 

有形固定資産合計  20,590 38.8  25,708 38.7

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  237  219 

(2) 連結調整勘定  ―  733 

(3) その他 ※２ 233  403 

無形固定資産合計  471 0.9  1,355 2.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1,3 4,172  5,615 

(2) 長期貸付金  81  58 

(3) 繰延税金資産  2,573  1,599 

(4) その他 ※３ 3,311  3,577 

貸倒引当金  △742  △574 

投資その他の資産合計  9,398 17.7  10,277 15.5

固定資産合計  30,460 57.4  37,342 56.3

資産合計  53,100 100.0  66,366 100.0
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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) 

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 支払手形及び買掛金 ※１ 7,657  9,396 

２ 短期借入金 ※１ 5,114  6,015 

３ 一年内償還社債  3,000  1,140 

４ 未払法人税等  656  1,085 

５ 賞与引当金  669  921 

６ その他  2,635  3,034 

流動負債合計  19,733 37.2  21,593 32.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  2,000  1,560 

２ 長期借入金 ※１ 4,861  5,526 

３ 繰延税金負債  200  400 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

※７ 655  655 

５ 退職給付引当金  1,637  2,401 

６ 役員退職慰労引当金  230  961 

７ 預り保証金  12,273  11,955 

８ その他  489  890 

固定負債合計  22,348 42.1  24,352 36.7

負債合計  42,082 79.3  45,945 69.2

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  1,450 2.7  5,274 8.0

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 6,581 12.4  7,782 11.7

Ⅱ 資本剰余金  6,629 12.5  2,842 4.3

Ⅲ 利益剰余金  △5,395 △10.2  1,887 2.8

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 717 1.3  717 1.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,040 2.0  1,934 2.9

Ⅵ 自己株式 ※６ △6 △0.0  △17 △0.0

資本合計  9,567 18.0  15,146 22.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 53,100 100.0  66,366 100.0
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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) 

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  56,666 100.0  72,701 100.0
Ⅱ 売上原価  41,941 74.0  55,236 76.0

売上総利益  14,724 26.0  17,464 24.0
Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 荷造運搬費  729 804  
２ 貸倒引当金繰入額  26 3  
３ 役員報酬  392 475  
４ 給料手当  4,526 4,453  
５ 賞与引当金繰入額  362 322  
６ 退職給付引当金繰入額  144 114  
７ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 28 51  

８ 福利厚生費  1,061 1,018  
９ 租税公課  162 255  
10 減価償却費  275 398  
11 その他  2,399 10,108 17.8 3,460 11,357 15.6

営業利益  4,615 8.2  6,107 8.4
Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  21 27  
２ 受取配当金  44 50  
３ 匿名組合投資利益  ― 155  
４ 預り保証金償却差額  139 91  
５ 助成金収入  ― 107  
６ その他  312 517 0.9 358 791 1.1

Ⅴ 営業外費用    
１ 支払利息  262 209  
２ その他  132 394 0.7 104 314 0.4

経常利益  4,738 8.4  6,584 9.1
Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 17 44  
２ 投資有価証券売却益  11 4  
３ 投資有価証券償還差益  5 ―  
４ 貸倒引当金戻入益  ― 34 0.0 12 61 0.0

Ⅶ 特別損失    
１ 前期損益修正損 ※２ 27 ―  
２ 固定資産売却損 ※３ 5 1  
３ 固定資産除却損 ※４ 208 124  
４ 投資有価証券評価損  ― 17  
５ 退職給付引当金繰入額  179 172  
６ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 50 12  

７ 減損損失 ※５ 17,834 51  
８ 災害損失  12 18,318 32.3 ― 379 0.5

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

 △13,546 △23.9  6,266 8.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 1,019 1,726  

法人税等調整額  △2,746 △1,726 △3.0 1,292 3,018 4.1

少数株主利益  373 0.6  801 1.1
当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △12,193 △21.5  2,446 3.4
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  6,629  6,629

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株の発行  ― 1,197 

２ 自己株式処分差益  ― ― 0 1,197

Ⅲ 資本剰余金減少高   

１ 配当金  ― 57 

２ その他資本剰余金取崩高  ― ― 4,926 4,984

Ⅳ 資本剰余金期末残高  6,629  2,842

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  7,819  △5,395

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  ― 2,446 

 ２ その他資本剰余金取崩に 
   伴う利益剰余金増加高 

 ― ― 4,926 7,373

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 当期純損失  12,193 ― 

２ 配当金  129 65 

３ 役員賞与  38 25 

４ 土地再評価差額金取崩高  853 13,215 ― 90

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △5,395  1,887
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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(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△） 

 △13,546 6,266 

減価償却費  1,357 1,673 

減損損失  17,834 51 

連結調整勘定償却額  2 189 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △48 △175 

賞与引当金の増減額(減少：△)  25 38 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  260 329 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  70 △86 

受取利息及び受取配当金  △65 △78 

支払利息  262 209 

匿名組合投資利益  ― △155 

デリバティブ評価損益(評価益：△)  △44 △15 

新株発行費  ― 24 

社債発行費  23 7 

固定資産売却損益(売却益：△)  △12 △43 

固定資産除却損  208 124 

投資有価証券売却損益(売却益：△)  △11 △4 

投資有価証券評価損  ― 17 

売上債権の増減額(増加：△)  △613 △642 

たな卸資産の増減額(増加：△)  △461 △65 

仕入債務の増減額(減少：△)  735 705 

その他の流動負債の増減額(減少：△)  175 38 

その他  394 △151 

小計  6,545 8,258 

利息及び配当金の受取額  65 158 

利息の支払額  △279 △211 

損害賠償金の支払額  ― △374 

法人税等の還付額  ― 245 

法人税等の支払額  △1,715 △1,624 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,616 6,453 
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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(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △552 △3,384 

定期預金の払戻による収入  1,207 3,407 

有価証券の取得による支出  ― △19 

投資有価証券の償還による収入  15 155 

有形固定資産の取得による支出  △1,808 △1,903 

有形固定資産の売却による収入  87 33 

投資有価証券の取得による支出  △81 △53 

投資有価証券の売却による収入  2 91 

連結子会社株式の追加取得による支出  △13 △276 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

※２ ― △1,427 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
却による収入 

※３ 211 ― 

貸付けによる支出  △3 △24 

貸付金の回収による収入  25 1,581 

匿名組合出資の出資返還による収入  ― 102 

その他(純額)  △262 △120 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,172 △1,837 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額(純額)  △1,408 △1,189 

長期借入れによる収入  4,230 3,815 

長期借入金の返済による支出  △2,968 △2,058 

社債の発行による収入  976 692 

社債の償還による支出  ― △3,000 

株式の発行による収入  ― 2,373 

自己株式の取得又は売却による収支(純
額) 

 ― △1 

自己株式の取得による支出  △0 ― 

配当金の支払額  △129 △122 

少数株主への配当金の支払額  △16 △20 

会員預託金の減少による支出  △2,467 △205 

割賦未払金の返済による支出  ― △934 

その他(純額)  △450 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,233 △653 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 13 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  1,211 3,975 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,708 7,920 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,920 11,896 
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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 
  

 

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) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 11社 

  連結子会社名 

 ①たんぽぽ薬局㈱ 

 ②㈱高山調剤センター 

 ③㈱レインボー薬局 

 ④トーカイフーズ㈱ 

 ⑤㈱サン・シング東海 

 ⑥㈱ティ・アシスト 

 ⑦㈱リースキンサポート 

 ⑧トーカイ開発㈱ 

 ⑨㈱日本情報マート 

 ⑩岐阜商事㈱ 

⑪新八幡木工㈱ 

 なお、瑞穂トーアリゾート㈱の全

株式を平成16年10月５日付でトラン

ス・パシフィック・リンクス・ジャ

パン㈱に譲渡したため、平成16年10

月1日より連結子会社から除外して

おります。また、トーカイ管財㈱は、

平成16年10月１日付で㈱ティ・アシ

ストに社名変更しております。 

(1) 連結子会社の数 14社 

  連結子会社名 

 ①大豊商事㈱ 

 ②㈱トーカイ（四国） 

 ③㈱プレックス 

 ④トーカイフーズ㈱ 

 ⑤㈱サン・シング東海 

 ⑥たんぽぽ薬局㈱ 

 ⑦㈱高山調剤センター 

 ⑧㈱レインボー薬局 

 ⑨㈱ティ・アシスト 

 ⑩㈱リースキンサポート 

 ⑪トーカイ開発㈱ 

 ⑫㈱日本情報マート 

 ⑬岐阜商事㈱ 

⑭新八幡木工㈱ 

 平成17年6月1日付で大豊商事㈱の

株式を取得し、平成17年4月1日付で

大豊商事㈱及びその子会社である㈱

トーカイ（四国）、㈱プレックス、西

日本たんぽぽ薬局㈱の計4社を連結

子会社に含めております。なお、連

結子会社たんぽぽ薬局㈱は、平成17

年11月1日付で連結子会社西日本た

んぽぽ薬局㈱を吸収合併しておりま

す。 

 (2) 非連結子会社の名称 

①㈱ケア高山 

 (連結の範囲から除いた理由) 

  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(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)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) 主要な非連結子会社の名称 

①㈲玉藻リネンサービス 

 (連結の範囲から除いた理由) 

    同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社はあり

ません。 

(1)   同左 

 (2) 持分法適用の関連会社はありませ

ん。 

(2)   同左 

 (3) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社 

  非連結子会社 

  ①㈱ケア高山 

  関連会社 

  ①㈱コスモ 

 (持分法の適用から除いた理由) 

  上記会社は、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

(3) 持分法を適用していない主要な会

社等の名称 

  ①㈲玉藻リネンサービス 

 

 

 

 (持分法の適用から除いた理由) 

  非連結子会社及び関連会社は、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表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、持分法の適用範囲から除外

しております。 
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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) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、すべて連

結決算日と一致しております 

    同左 

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 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     ‥‥決算期末日の市場価格

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) 

    時価のないもの 

     ‥‥移動平均法に基づく原

価法 

 ②デリバティブ 

     ‥‥時価法 

 ③たな卸資産 

     ‥‥主として移動平均法に

基づく原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ①有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     ‥‥同左 

 

 

 

 

 

    時価のないもの 

     ‥‥同左 

 

 ②デリバティブ 

     ‥‥同左 

 ③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 

 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 

     ただし、連結子会社のゴル

フ場設備及びスキー場設備

は、定額法を採用しておりま

す。 

     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 
運搬具 

５～17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) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ①有形固定資産 

   建物(建物附属設備を除く) 

     ‥‥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 
運搬具 

３～17年

 ②無形固定資産 

   ソフトウェア(自社利用分) 

     ‥‥同左 

 

 

 (3) 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。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

   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。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
 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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
 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連結会
計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) 

  ③退職給付引当金 
   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、各連結会
計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連結会
計年度から費用処理しておりま
す。 

   なお、会計基準変更時差異(899
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、当連結会計年度末における退
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、各連結会
計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連結会
計年度から費用処理しておりま
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。 

   また、平成17年６月に株式を取
得した連結子会社の㈱トーカイ
（四国）は、「退職給付会計に関す
る実務指針」に定める簡便法によ
り退職給付債務を算定しておりま
したが、当連結会計年度末に原則
法による退職給付債務の算定が可
能となったため、原則法により退
職給付債務の算定をしておりま
す。これによる影響額は104百万円
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 
   当社及び一部の連結子会社は、

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 

 (5) 重要な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、連結決
算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。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準 

    同左 

 (6) 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。 

 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のための

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、発生連結会計年度の
期間費用としております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理の方法 

    同左 
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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) 

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。 

    同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５

年間の均等償却を行っております。 

    同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に

基づいて作成しております。 

    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 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及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か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

    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） 

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、

当連結会計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580

百万円増加し、税金等調整前当期純損失は13,546百万円

（前連結会計年度は税金等調整前当期純利益2,869百万

円）となりました。 

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。 

―――――― 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

（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、当連結会計年度より、５年で均

等額を償却する方法に変更しております。 

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、販売費及び一般管理費は116百万円減少し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額増加

しております。 

 

（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、当連結会計年度より、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2,582百万円増加し、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、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

 



 

－ 19 － 

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） 

「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、前連結会計年度(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

連結会計年度（16百万円）から「投資有価証券」に含め

て表示しております。 

 

（連結貸借対照表関係） 

「連結調整勘定」は、前連結会計年度まで無形固定資

産の「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、資産の総額の100分の１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「その他」に含まれている「連

結調整勘定」は3百万円であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

財務活動によるキャッシュ・フローの「会員預託金の

減少による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「会

員預託金の減少による支出」は907百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

財務活動によるキャッシュ・フローの「割賦未払金の

返済による支出」は、前連結会計年度まで「その他（純

額）」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他（純額）」に含まれ

ている「割賦未払金の返済による支出」は393百万円で

あります。 
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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 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。

 建物及び構築物 2,379百万円

 土地 4,302百万円

 投資有価証券 1,421百万円

 合計 8,103百万円

  担保付債務は、次のとおりであります。 

 支払手形及び買掛金 109百万円

 短期借入金 2,215百万円

 長期借入金 4,553百万円

 合計 6,878百万円
 

※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。

 建物及び構築物 2,021百万円

 土地 3,589百万円

 投資有価証券 2,001百万円

 合計 7,611百万円

  担保付債務は、次のとおりであります。 

 支払手形及び買掛金 122百万円

 短期借入金 945百万円

 長期借入金 5,869百万円

 合計 6,936百万円
 

※２ 無形固定資産(その他)に含まれている連結調整

勘定の金額は3百万円です。 

―――――― 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係る項目 

  非連結子会社及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) 10百万円
 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係る項目 

  非連結子会社及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) 21百万円

 投資その他の資産（その他） 54百万円
 

 ４ 保証債務 

(1) ㈱トーカイ従業員の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ㈱トーカイ従業員３人 12百万円

(2) 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し、

債務保証を行っております。 

 388百万円

(3) 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 シーシーエヌ㈱ 133百万円

  合計 534百万円
 

 ４ 保証債務 

(1) ㈱トーカイ従業員の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ㈱トーカイ従業員１人 2百万円

(2) 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し、

債務保証を行っております。 

 271百万円

(3) 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 シーシーエヌ㈱ 111百万円

 その他(１社） 3百万円

  合計 388百万円
 

※５ 株式の状況 

当社の発行済株式の総数 

普通株式 14,399,673株
 

※５ 株式の状況 

当社の発行済株式の総数 

普通株式 16,299,673株
 

※６ 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。 

※６ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,482

株であります。 

※７ 事業用土地の再評価 

 連結子会社のうちトーカイ開発㈱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)及び「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い、当該再評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。 

※７ 事業用土地の再評価 

 連結子会社のうちトーカイ開発㈱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)及び「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い、当該再評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上しておりま

す。 
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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) 

 ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日 公布政令第119号)第２条第

４号に定める地価税法第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価格(路線価)

に基づき奥行価格補正等の合理的な調整を行って

算出しております。 

 ・再評価を行った年月日 

 …平成14年３月31日

 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額 

 … △1,323百万円
 

 ・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

(平成10年３月31日 公布政令第119号)第２条第

４号に定める地価税法第16条に規定する地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価格(路線価)

に基づき奥行価格補正等の合理的な調整を行って

算出しております。 

 ・再評価を行った年月日 

 …平成14年３月31日

 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額 

 …△1,530百万円
 

 
 

(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 固定資産売却益の内訳 

 建物及び構築物 0百万円

 機械装置及び運搬具 2百万円

 土地 7百万円

 ソフトウェア 0百万円

 無形固定資産（その他） 7百万円

  合計 17百万円
 

※１ 固定資産売却益の内訳 

 建物及び構築物 0百万円

 機械装置及び運搬具 0百万円

 土地 12百万円

 投資その他の資産（その他） 30百万円

  合計 44百万円
 

※２ 前期損益修正損の内訳 

  過年度ゴルフ場年会費収入の修正 

 27百万円
 

―――――― 

※３ 固定資産売却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 1百万円

 土地 0百万円

 有形固定資産（その他） 3百万円

  合計 5百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 1百万円

 有形固定資産（その他） 0百万円

 投資その他の資産（その他） 0百万円

  合計 1百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 104百万円

 機械装置及び運搬具 29百万円

 有形固定資産（その他） 7百万円

 ソフトウェア 65百万円

 無形固定資産（その他） 1百万円

 投資その他の資産（その他） 0百万円

  合計 208百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 69百万円

 機械装置及び運搬具 40百万円

 有形固定資産（その他） 8百万円

 ソフトウェア 2百万円

 無形固定資産（その他） 3百万円

  合計 124百万円
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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) 

※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）「水明カントリークラ

ブ」（島根県邑智郡邑南町）及びスキー場「ホワイト

ピアたかす」（岐阜県郡上市）の３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） 

 建物及び構築物 9,003百万円

 機械装置及び運搬具 898百万円

 土地 2,913百万円

 コース勘定 4,144百万円

 その他 291百万円

  計 17,251百万円 

※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） 
 建物及び構築物 38百万円

 土地 12百万円

 その他 0百万円

  計 51百万円 

（遊休不動産等） 
 建物及び構築物 358百万円

 土地 223百万円

 その他 0百万円

  計 582百万円

（合計） 
 建物及び構築物 9,361百万円

 機械装置及び運搬具 898百万円

 土地 3,136百万円

 コース勘定 4,144百万円

 その他 292百万円

  計 17,834百万円
 

 

(2) 資産のグルーピングの方法 

当社グループは、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 

スポーツ関連施設の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、不動産鑑定評価基準により評価

しています。 

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 

当社グループは、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。 
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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 

現金及び預金勘定 8,107百万円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△187百万円

現金及び現金同等物 7,920百万円
 

※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 12,213百万円

預入期間が３か月を超える定期
預金 

△317百万円

現金及び現金同等物 11,896百万円
 

※２       ―――――― ※２ 株式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 

   株式の取得により新たに大豊商事㈱及びその子

会社である㈱トーカイ(四国)、㈱プレックス、西日

本たんぽぽ薬局㈱を連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに大豊商事㈱株式の

取得価額と大豊商事㈱取得のための支出(純額)と

の関係は次のとおりです。 

   流動資産 7,227 百万円

   固定資産 4,901 百万円

   連結調整勘定 966 百万円

   流動負債 △3,184 百万円

   固定負債 △2,309 百万円

   少数株主持分 △3,371 百万円

   大豊商事㈱の株式の取得価

額 
4,229 百万円

   大豊商事㈱グループの現金

及び現金同等物 
2,801 百万円

   差引：大豊商事㈱取得のた

めの支出 
1,427 百万円

 
 

※３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により瑞穂トーアリゾート㈱が連結

子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び

負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収

入は次のとおりです。 

   流動資産 58百万円

   固定資産 228百万円

   流動負債 △33百万円

   固定負債 △13百万円

   瑞穂トーアリゾート㈱株式

の売却価額 
240百万円

   同社の現金及び現金同等物 △28百万円

   差引：売却による収入 211百万円
 

※３       ―――――― 
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（２）セグメント情報 

１．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) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

環境 
サービス
(百万円)

会員制 
サービス
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 39,723 9,487 1,699 5,756 56,666 ― 56,666

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

125 226 33 2 388 (388) ―

計 39,849 9,713 1,732 5,759 57,054 (388) 56,666

営業費用 34,968 8,838 2,015 5,533 51,356 694 52,050

営業利益又は 
営業損失(△) 

4,880 875 △282 225 5,698 (1,083) 4,615

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

   

資産 16,809 7,334 10,704 4,196 39,044 14,056 53,100

減価償却費 933 154 197 28 1,314 43 1,357

減損損失 16 0 17,589 27 17,634 199 17,834

資本的支出 1,417 296 69 58 1,841 24 1,866

 

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) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

調剤 
サービス
(百万円）

環境 
サービス
(百万円)

会員制
サービス
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 33,545 21,426 9,831 1,547 6,350 72,701 ― 72,701

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

258 0 281 27 3 571 (571) ―

計 33,804 21,426 10,113 1,574 6,353 73,272 (571) 72,701

営業費用 29,417 19,614 9,348 1,695 6,035 66,111 482 66,593

営業利益又は 
営業損失(△) 

4,386 1,811 765 △120 317 7,160 (1,053) 6,107

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

   

資産 21,855 9,156 7,085 10,839 4,797 53,734 12,631 66,366

減価償却費 1,238 88 145 119 30 1,622 51 1,673

減損損失 ― ― ― ― ― ― 51 51

資本的支出 1,924 238 205 613 11 2,993 71 3,065
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 (注) １ 事業区分の方法 

当社は、提供するサービスの内容によって、快適な療養、生活をサポートする事業として「健康生活サービス」、

調剤技術を通じて地域医療をサポートする事業として「調剤サービス」、快適な空間づくりをサポートする事業と

して「環境サービス」、快適な暮らしをサポートする事業として「会員制サービス」、上記以外の物品製造販売業

務として「その他」に事業区分しております。 

 

２ 各事業区分の主要サービスは、次のとおりであります。 

事業区分 売上区分 主要サービス 

病院関連事業 
病院用寝具類・白衣のレンタル、医療関連商品の販売及び

レンタル、看護補助業務 

給食事業 病院等の給食の受託運営 

シルバー事業 
介護用品・機器等の販売及びレンタル、その他介護用品類

のレンタルに付随したサービス 

寝具・リネンサプラ

イ関連事業 

寝具類・寝装品類の販売及びレンタル、その他寝具類のレ

ンタルに付随したサービス 

クリーニング設備製

造事業 

クリーニング設備の製造及び販売 

健康生活サービス

その他 損害保険代理店 

調剤サービス 調剤薬局事業 調剤薬局の経営 

リースキン事業 
リースキン商品・グリーンジョイ(人工樹木)商品の販売及

びレンタル、マット・モップ等の洗濯加工 

ビル清掃管理事業 建物の清掃及び管理、害虫駆除 
環境サービス 

不動産賃貸事業 不動産賃貸 

スポーツ関連事業 ゴルフ場及びスキー場の経営 
会員制サービス 

情報提供事業 経営情報の提供 

商事業務事業 工具・工作機械の販売 
その他 

木製品製造事業 木製品の製造及び販売 

 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度

(百万円) 

当連結会計年度

(百万円) 
主な内容 

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額 

1,080 1,105

提出会社の総務部門等管理部門に

係る費用 

消去又は全社の項目に

含めた全社資産の金額 
14,213 12,791

提出会社における余資運用資金(現

預金及び有価証券)、長期投資資金

(投資有価証券)、繰延税金資産及び

管理部門に係る資産等 

 
４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

 

５ 会計処理方法の変更 

  前連結会計年度  固定資産の減損に係る会計基準の適用 

 「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」に記載のとおり、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））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）を適用いたしました。この変更に

伴い、従来と同一の基準によった場合に比べ、当連結会計年度の営業費用（減価償却費）は、

「健康生活サービス」が0百万円、「環境サービス」が0百万円、「会員制サービス」が579百万

円それぞれ減少したため、「健康生活サービス」及び「環境サービス」は同額営業利益が増加

し、「会員制サービス」は同額営業損失が減少しております。 

  当連結会計年度  営業権の償却方法 

 「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」に記載のとおり、営業権の償

却方法について、従来取得時に一括償却しておりましたが、当連結会計年度より、５年で均

等額を償却する方法に変更しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場

合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、「健康生活サービス」が114百万円、「調剤サービス」

が0百万円、「環境サービス」が0百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 
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６ 事業の種類別セグメント区分の変更 

 従来、事業の種類別セグメント区分は、「健康生活サービス」「環境サービス」「会員制サービス」「その他」の

４事業としておりましたが、当連結会計年度より、「健康生活サービス」「調剤サービス」「環境サービス」「会員

制サービス」「その他」の５事業に変更いたしました。この変更は、大豊商事グループが連結対象となり、事業全

体に占める「健康生活サービス」の重要性が高まったため、その内容区分の見直しを行った結果、「調剤サービス」

を区分表示することとしたことによるものであります。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると、

以下のとおりであります。 

 
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) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

調剤 
サービス
(百万円）

環境 
サービス
(百万円)

会員制
サービス
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

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 21,469 18,254 9,487 1,699 5,756 56,666 ― 56,666

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高 

130 0 226 33 2 393 (393) ―

計 21,599 18,254 9,713 1,732 5,759 57,059 (393) 56,666

営業費用 18,439 16,536 8,838 2,015 5,533 51,363 687 52,050

営業利益又は 
営業損失(△) 

3,160 1,717 875 △282 225 5,696 (1,080) 4,615

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出 

   

資産 8,912 7,897 7,334 10,704 4,196 39,044 14,055 53,100

減価償却費 855 78 154 197 28 1,314 43 1,357

減損損失 ― 16 0 17,589 27 17,634 199 17,834

資本的支出 1,183 234 296 69 58 1,841 24 1,866
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２．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及び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及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．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。 

 

 

（３）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。 

 

 

（４）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) 

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) 

親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 
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 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

会社等 ㈲小野木興産 岐阜市 53 不動産賃貸
(被所有)

17.3%
兼任 
1人 

－ 
子会社株式
の購入 

197 － －

 (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 
株式購入額については､当社と関連を有しない他の事業者と同様の条件によっております。 
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（５）税効果会計関係 

 

項目 
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 

 

  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 312百万円  311百万円

   賞与引当金 269百万円  372百万円

   未払事業税等 67百万円  107百万円

   貸倒引当金 288百万円  232百万円

   退職給付引当金 632百万円  946百万円

   役員退職慰労引当金 93百万円  391百万円

   減価償却費 2,781百万円  2,490百万円

   減損損失 1,778百万円  1,788百万円

   連結会社間内部利益消去 45百万円  46百万円

   繰越欠損金 2,896百万円  2,014百万円

   その他 91百万円  127百万円

  繰延税金資産小計 9,269百万円  8,866百万円

   評価性引当額 △4,841百万円  △4,900百万円

  繰延税金資産合計 4,427百万円  3,966百万円

  

  繰延税金負債  

   その他有価証券評価差額金 △610百万円  △1,054百万円

   固定資産圧縮積立金 △83百万円  △107百万円

   その他 △0百万円  △178百万円

  繰延税金負債合計 △693百万円  △1,339百万円

  繰延税金資産の純額 3,733百万円  2,626百万円

  (注) 当連結会計年度における繰延税金
資産の純額は、連結貸借対照表の以
下の項目に含まれております。 

 

    流動資産－繰延税金資産 1,360百万円  1,427百万円

    固定資産－繰延税金資産 2,573百万円  1,599百万円

    固定負債－繰延税金負債 △200百万円  △400百万円

   上記のほかに、再評価に係る繰延税金
負債を以下の項目に計上しております。 

    

   再評価に係る繰延税金資産  100百万円  100百万円

   評価性引当額  △100百万円  △100百万円

   再評価に係る繰延税金負債  △655百万円  △655百万円

   再評価に係る繰延税金負債の純額  △655百万円  △655百万円
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項目 

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) 

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 △0.2％  0.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目 

0.2％  △0.3％

住民税均等割額 △0.4％  1.0％

連結調整勘定償却額 ―％  3.8％

評価性引当額の増加額 △27.1％  2.0％

その他 △0.2％  0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.7％  48.2％
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（６）有価証券関係 

 

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) 

 

 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 1,621 3,327 1,706

②債券  

 国債・地方債等 109 110 0

③その他 126 147 20

  連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

小計 1,858 3,585 1,727

①株式 80 66 △13

②債券  

 社債 54 44 △10

③その他 94 84 △9

  連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

小計 229 195 △33

合計 2,087 3,781 1,693

(注) 時価のある有価証券の減損に当たっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行うこととしております。 

 
(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

28 11 ―

 
(3) その他有価証券で時価のないもの(平成17年３月31日) 

 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

①非上場株式 520

②非上場社債 500

③投資事業有限責任組合への出資 16

合計 1,037

 
(4) その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成17年３月31日) 

 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

①債券  

 国債・地方債等 99 ― 10 ―

 社債 500 ― 44 ―

②その他 56 68 16 ―

合計 656 68 71 ―
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当連結会計年度 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

種類 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

金融債 19 19 0

合計 19 19 0

 
(2) その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

①株式 1,718 4,738 3,020

②債券  

 国債・地方債等 9 10 0

③その他 119 192 72

  連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えるもの 

小計 1,847 4,940 3,093

①株式 71 65 △6

②債券  

 社債 54 39 △15

③その他 52 51 △0

  連結貸借対照表計上額が 
  取得原価を超えないもの 

小計 178 156 △22

合計 2,026 5,097 3,070

(注) 有価証券について9百万円(その他有価証券で時価のある株式5百万円、その他有価証券で時価のない株式4百

万円)減損処理を行っており、減損処理後の金額を取得原価としております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

 
(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

63 4 ―

 
(4) その他有価証券で時価のないもの(平成18年３月31日) 

 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

①非上場株式 519

②投資事業有限責任組合への出資 7

合計 526

 
(5) その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年３月31日) 

 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

①債券  

 国債・地方債等 ― 10 ― ―

 社債 ― ― 39 ―

②その他 29 51 27 ―

合計 29 61 66 ―

 
（７）デリバティブ取引関係 

 
 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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（８）退職給付関係 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
(百万円) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

(百万円) 

① 退職給付債務  △2,129 △2,829

② 年金資産  414 419

③ 未積立退職給付債務(①＋②)  △1,715 △2,410

④ 未認識数理計算上の差異  77 8

⑤ 退職給付引当金(③＋④)  △1,637 △2,401

(注) たんぽぽ薬局㈱及び㈱トーカイ（四国）を除く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。 

 
３ 退職給付費用に関する事項 

 

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)

(百万円) 

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)

(百万円) 

① 勤務費用  206 249

② 利息費用  33 34

③ 期待運用収益  △5 △5

④ 数理計算上の差異の費用処理額  22 96

⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額  179 －

⑥ 簡便法から原則法への変更による差額  ― 104

⑦ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)  436 478

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「① 勤務費用」に計上しております。 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

項目 
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 退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準 同左

② 割引率  2.0％ 同左

③ 期待運用収益率  1.5％ 同左

④ 数理計算上の差異の処理年数  ５年 同左

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数  ５年 同左

 
（９）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

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) 

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) 

該当事項はありません。 


