
                                                             

  
平成１８年 ３月期  個別財務諸表の概要                        平成18年５月26日 
 
会  社  名    トラベラー株式会社                       上場取引所         ＪＱ 

コ ー ド 番 号           ９８３８                                        本店所在都道府県    東京都 

（ＵＲＬ http://www.traveler.co.jp） 
代  表  者       役 職 名    代表取締役社長 

                 氏 名    神山  逸志 

問い合わせ先    責任者役職名   常務取締役 

         氏 名   小杉  利一                         ＴＥＬ (03)3234－8391  

決算取締役会開催日  平成１８年５月２６日                 中間配当制度の有無    有  

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 1,000株) 

配当支払開始予定日 平成１８年６月３０日 
 

1．平成18年3月期の業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日) 

(1)経営成績                                              （注）百万円未満は切り捨てております。 

 売  上  高 営業利益 経常利益 

 

 18年3月期 

 17年3月期 

     百万円    ％ 

  12,668     ( △12.9) 

  14,537     (  20.8) 

百万円      ％ 

    △769    (    －  ) 

     211    (    －  ) 

百万円    ％

   △251  (    －  ) 

  360  (    －  ) 

 

 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  ％ 

△1,357 (  －) 

    314  (  －) 

円   銭

△221  75

 51  58

円   銭

－   － 

  51   03 

％

  △48.3 

    9.4 

％ 

   △2.6 

    3.7 

％

   △2.0 

    2.5 

(注) 1.期中平均株式数 18年3月期  6,123,172株    17年3月期  6,099,938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 

     7     00 

    10     00 

 円  銭

    0   0 

    0   0 

 円   銭

   7   00 

  10   00 

百万円

  42.8 

  61.2 

％ 

     － 

   19.4 

％

    2.0 

    1.8 
 

(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 

          9,607 

          9,931 

百万円

         2,147 

         3,475 

％ 

22.4 

35.0 

円    銭

     350      62 

     567      61 

（注）1.期末発行済株式数          18年3月期  6,125,320株       17年3月期   6,123,020株 

      2.期末自己株式数             18年3月期    502,680株       17年3月期    504,980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

     － 

      － 

      百万円

     － 

     － 

      百万円

     － 

     － 

   円   銭

  0     0

   －    －

  円    銭 

   －   － 

    7   00 

 円  銭 

   －   － 

    7   00 

※  当社は、連結ベースで経営管理を行なう方針であり単体業績予想を作成しておりません。 

    なお、連結業績予想につきましては、決算短信（連結）および連結添付資料９ページを参照下さい。
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５.個別財務諸表等 

（１）貸借対照表

  
第４３期 

（平成17年３月31日現在） 
第４４期 

（平成18年３月31日現在） 
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 ※１ 3,355,730 3,026,320 

２．売掛金 ※５ 512,418 459,924 

３．商品  854,542 931,414 

４．貯蔵品  190,771 233,286 

５．前払費用  63,071 88,833 

６．繰延税金資産  152,583 84,643 

７．短期貸付金 ※５ 161,260 157,337 

８．未収入金 ※５ 392,197 311,494 

９．その他 ※５ 37,509 33,494 

10．貸倒引当金  △39,561 △26,742 

流動資産合計  5,680,521 57.2 5,300,007 55.2 △380,514

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  523,438 480,228  

  減価償却累計額  225,725 297,712 218,343 261,885 

２．構築物  33,087 31,620  

  減価償却累計額  19,343 13,743 19,925 11,695 

３．車両運搬具  14,719 14,719  

  減価償却累計額  13,248 1,470 13,686 1,032 

４．器具備品  252,979 246,493  

  減価償却累計額  140,999 111,979 135,316 111,177 

５．土地  324,905 258,847 

有形固定資産合計  749,812 7.5     644,637 6.7 △105,174
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第４３期 

（平成17年３月31日現在） 
第４４期 

（平成18年３月31日現在） 
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）

(2）無形固定資産   

１．商標権  1,578 1,412 

２．ソフトウェア  1,275 851 

３．電話加入権  34,343 34,851 

無形固定資産合計  37,198 0.4 37,114 0.4 △83

(3）投資その他の資産   

  １．投資有価証券 ※１ 767,600 1,262,779 

２．関係会社株式  179,259 369,259 

３．長期貸付金  716 18,777 

４．関係会社長期貸付金  615,000 480,000 

５．長期前払費用  17,762 9,170 

６．繰延税金資産  857,171 － 

７．長期性預金  100,000 500,000 

８．生命保険積立金  463,022 547,267 

     ９．会員権  76,782 75,542 

10．敷金及び保証金  436,136 384,764 

11．貸倒引当金  △58,195 △39,683 

投資その他の資産合計  3,455,256    34.8 3,607,879    37.5 152,622

固定資産合計  4,242,267    42.7 4,289,632    44.6 47,364

Ⅲ 繰延資産   

１．社債発行費  8,233 18,250 

繰延資産合計  8,233     0.1 18,250     0.2 10,016

資産合計  9,931,022   100.0 9,607,889   100.0 △323,132
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第４３期 

（平成17年３月31日現在） 
第４４期 

（平成18年３月31日現在） 
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．買掛金 ※５ 469,938 408,276 

２．短期借入金 ※1,7 1,000,000 1,500,000 

３．１年内返済予定長期借
入金 

※１ 1,625,000 1,168,860 

４．１年内償還予定社債  124,000 476,000 

５．未払金 ※５ 586,518 646,990 

６．未払費用  186,547 206,193 

７．未払法人税等  73,382 49,440 

８．預り金  23,319 27,104 

   ９．その他 ※５ 20,329 16,127 

流動負債合計  4,109,036 41.4 4,498,993 46.8 389,956

Ⅱ 固定負債   

  １．社債  544,000 1,418,000 

２．長期借入金 ※１ 1,175,000 951,560 

３．繰延税金負債  － 87,409 

４．役員退職慰労引当金  493,434 433,328 

５．確定拠出年金移行時未払金             102,982 45,769 

  ６．預り敷金・保証金 ※５ 31,106 25,141  

固定負債合計  2,346,523 23.6 2,961,207 30.8 614,684

負債合計  6,455,559 65.0 7,460,201 77.6 1,004,641
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第４３期 

（平成17年３月31日現在） 
第４４期 

（平成18年３月31日現在） 
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 ※２ 807,500 8.1  807,500 8.4 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  726,290 726,290  

資本剰余金合計  726,290 7.3 726,290 7.6 －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  185,000 185,000  

２．任意積立金   

(1) 別途積立金 
 

 1,200,000 1,200,000  

３．当期未処分利益又は 
未処理損失（△） 

 772,989 △646,386  

利益剰余金合計  2,157,989 21.7 738,613 7.7 △1,419,376

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※３ 36,975 0.4 127,386 1.3 90,410

Ⅴ 自己株式 ※４ △253,292 △2.5 △252,101 △2.6 1,191

資本合計  3,475,462 35.0 2,147,688 22.4 △1,327,774

負債・資本合計  9,931,022 100.0 9,607,889 100.0 △323,132
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（２）損益計算書

  
第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

Ⅰ  売上高  14,537,296 100.0  12,668,798 100.0 △1,868,497

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首棚卸高  684,734 854,542  

２．当期商品仕入高  6,218,132 5,848,134  

       合計  6,902,867 6,702,676  

   ３．商品期末棚卸高  854,542 6,048,324 41.6 931,414 5,771,262 45.6 △277,062

売上総利益  8,488,971 58.4  6,897,536 54.4 △1,591,434

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売手数料  2,129,513 1,849,562  

２．荷造運搬費  659,688 561,668  

３．業務委託料  599,684 666,638  

４．広告宣伝費  574,454 698,050  

５．説明会費  253,647 205,858  

６．貸倒引当金繰入額  20,706 2,331  

７．役員報酬  145,745 137,643  

８．従業員給料・賞与  1,555,054 1,507,211  

９．退職給付費用  33,315 37,970  

   10．減価償却費  43,640 28,431  

   11．賃借料  741,375 620,943  

   12．その他  1,520,809 8,277,635 56.9 1,350,316 7,666,625 60.5 △611,009

営業利益（△損失）  211,335 1.5  △769,089 △6.1 △980,424
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第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  11,745 18,410  

２．受取配当金 ※１ 56,091 67,966  

３．投資有価証券売却益  38,856 400,922  

４．業務等受託手数料 ※1,2 113,657 83,885  

５．その他  17,363 237,715 1.6 61,575 632,760 5.0 395,045

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  63,313 71,758  

２．社債利息  1,532 7,206  

 
３．社債発行費償却  
 

 4,116 11,183  

４．投資有価証券評価損  9,330 －  

５．投資事業組合持分損  － 15,269  

６．その他  9,815 88,108 0.6 9,563 114,981 0.9 26,872

経常利益（△損失）  360,941 2.5  △251,310 △2.0 △612,251

Ⅵ 特別利益    

１．役員退職慰労引当金 
  取崩益 

 100,000 －  

２．退職給付引当金戻入益  211,641 －  

   ３．投資有価証券売却益  39,020 1,988  

   ４．貸倒引当金戻入益  － 350,661 2.4 7,045 9,034 0.1 △341,627
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第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ － 14,367  

２．固定資産除却損 ※４ 7,206 －  

３．退職給付会計基準変更
時差異償却 

 23,452 －  

４．営業所等統廃合 
    関連損失 

 － 36,238  

５．関係会社株式評価損 ※５ 23,999 －  

６．関係会社転籍者退職金  19,256 －  

７．リース解約違約金  13,325 45,324  

８．減損損失 ※６ － 21,458  

９．貸倒引当金繰入額 ※５ 25,000 1,500  

   10．その他  7,487 119,728 0.8 3,867 122,755 1.0 3,026

税引前当期純利益（△
損失） 

 591,874 4.1  △365,031 △2.9 △956,905

 
法人税、住民税及び事
業税 

 
54,000

 

42,315 
 

 
法人税等調整額 

 223,216 277,216 1.9 950,482 992,797 7.8 715,581

当期純利益（△損失）  314,658 2.2  △1,357,829 △10.7 △1,672,487

 
前期繰越利益 

 
465,194

 
 

711,759 246,565

 
自己株式処分差損 

 
 

△6,863
 

 

△316 6,546

    
当期未処分利益又は 
未処理損失（△） 

 
772,989

 
△646,386 △1,419,376
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（３）利益処分案

第 ４３ 期 

平成17年３月期 

第 ４４ 期 

平成18年３月期 
  増     減 

 

金額（千円） 金額（千円）  金額（千円） 

                      

             772,989 

                      

           △646,386 

 

△1,419,376 

 

 

            － 

 

 

     

   700,000 

 

 

 

      700,000 

 

 772,989 

 

 

    61,230 

          (1株につき１０円) 

                     

              53,613 

  

 

42,877 

           (1株につき７円) 

                     

    △719,376 

 

 

     △18,352 

 

    

     

         711,759 

           

    10,736 

 

 △701,023 

 

 Ⅰ 当期未処分利益又は 

未処理損失（△）  

           

Ⅱ 任意積立金取崩額 

   別途積立金取崩額        

 

        合計 

 

 Ⅲ  利 益 処 分 額 

    配   当   金 

 

 

 

 Ⅳ  次 期 繰 越 利 益 
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重要な会計方針 

項  目 
第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの： 

同  左 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 時価のあるもの：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） 
 

時価のないもの：移動平均法による原

価法 

 時価のないもの：移動平均法による原

価法 

    なお、投資事業組合及びこれに類

する組合への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。 

 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 同  左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 時価法 同  左 

商品 商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法 同  左 

 貯蔵品 貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法 同  左 

有形固定資産…定率法 有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

同  左 

建物    ８～47年 

構築物   ７～40年 

車両運搬具 ６年 

        器具備品  ５～８年 

 無形固定資産 無形固定資産 

  ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間（２

～５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

同  左 

 長期前払費用…定額法 長期前払費用 

同  左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費 

    ３年で均等償却しております。 

 社債発行費 

同  左 
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第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 項  目 
至 平成18年３月31日） 

６．外貨建の資産及び負債の

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勘案し、

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）退職給付引当金 （2）退職給付引当金 

  当社は、平成17年３月31日までは

従業員の退職給付に備えるため、当

期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

りました。 

 なお、会計基準変更時差異

（117,260千円）については、５年

による均等額を費用処理しておりま

した。 

   過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により処理する

こととしておりました。 

   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）

による定率法によりそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することと

しておりました。 

 

 （追加情報）  

  当社は、平成17年４月１日に、従

来の退職一時金制度及び税制適格退

職年金制度から確定拠出年金制度へ

移行したことにより、「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。 

  このため、当事業年度末において

従業員に係る退職給付債務の消滅を

認識しており、これに伴ない、

211,641千円を特別利益に計上して

おります。 
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第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 項  目 
至 平成18年３月31日） 

 (3）役員退職慰労引当金 (3)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、支給内規に基づく期末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上

しております。 

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、支給内規に基づく期末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上

しております。 

 （追加情報）  

   従業員に係る退職給付制度を退職

一時金制度及び税制適格退職年金制

度から確定拠出年金制度へ移行した

ことを機に、平成17年3月31日開催

の取締役会におきまして役員退職慰

労引当金についても相当の取崩しを

行う旨の決議をいたしました。 

  これにより、前事業年度末の役員

退職慰労引当金残高のうち100,000

千円を取崩し、特別利益に計上して

おります。 

 

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．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、金利スワップに

ついて特例処理の要件を満たしてい

る場合には特例処理を採用しており

ます。 

同  左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ヘッジ手段：金利スワップ      ヘッジ手段：同左 

    ヘッジ対象：借入金利息    ヘッジ対象：同左 

   

   

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 金利変動に伴なうキャッシュ・フ

ローへの影響をヘッジするため、対

象債務の範囲内でヘッジを行なって

おります。 

 

同  左 
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 第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
項  目 （自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワッ

プについては、ヘッジに高い有効

性があると認められるため、有効

性の評価を省略しております。 

同  左 

10．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。 

 

 

 

 

消費税等の会計処理の方法 

同  左 
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会計処理方法の変更 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日））を適

用しております。これにより税引前当期純損失は

21,458千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。 
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表示方法の変更 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 

至 平成18年３月31日） 至 平成17年３月31日） 

（貸借対照表） 

前事業年度まで、投資事業有限責任組合への出資持

分（当期末残高125,727千円）は、投資その他の資

産における「出資金」に含めて表示しておりました

が、「証券取引法の一部を改正する法律」（平成16

年６月９日法律第97号施行日平成16年12月１日）に

基づき、当事業年度より投資その他の資産「投資有

価証券」に含めて表示しております。 

（貸借対照表） 

  

（損益計算書） （損益計算書） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「営業所等

統廃合関連損失」（当事業年度7,456千円）につい

ては、その金額が特別損失総額の100分の10以下で

あるため、特別損失の「その他」に含めて表示して

おります。 

 

１．前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示

しておりました営業所等統廃合関連損失（前事業年

度7,456千円）については、その金額が特別損失総

額の100分の10を超えたため、「営業所等統廃合関

連損失」として区分掲記いたしました。 

 

２．前事業年度において、営業外費用の「投資有価証券

評価損」として表示しておりました投資事業有限責

任組合への出資に関する損失の持分相当額（前事業

年度9,330千円）については、損益の内容をより明

確にするために、「投資事業組合持分損」として表

示することにいたしました。 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました投資事業有限責任組合への出資に

関する損失の持分相当額（前事業年度6,819千円）

については、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、「投資有価証券評価損」として区分掲記い

たしました。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第４３期 
（平成17年３月31日現在） 

第４４期 
（平成18年３月31日現在） 

※１．このうち担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※１．このうち担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
  

 

         現金及び預金（定期預金）       175,000千円

      投資有価証券                    33,969 

         合計                        208,969  

 
  

  
 

         

      投資有価証券                    64,521千円

         合計                         64,521  

 
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 
  

        短期借入金                      500,000千円

        １年内返済予定長期借入金        700,000 

        長期借入金                      650,000 

       合計                         1,850,000 

 
  

  
        短期借入金                      500,000千円

        １年内返済予定長期借入金        682,000 

        長期借入金                      552,000 

       合計                         1,734,000 

 
  

※２．会社が発行する株式および発行済株式の総数 ※２．会社が発行する株式および発行済株式の総数 
    

      授権株式数   普通株式         22,898,000株       授権株式数   普通株式         22,898,000株

      発行済株式総数 普通株式          6,628,000株      発行済株式総数 普通株式          6,628,000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。 

※３．配当制限 ※３．配当制限 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は36,975  

千円であります。 

 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は   

127,386千円であります。 

※４．自己株式 ※４．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

504,980株であります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

502,680株であります。 
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第４３期 
（平成17年３月31日現在） 

第４４期 
（平成18年３月31日現在） 

※５．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※５．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主なものは次のとおりであり

ます。 
  

       売掛金                           73,192千円

       短期貸付金                      160,000 

       未収入金                        114,870 

       流動資産（その他）               26,326 

       買掛金                           10,641 

       未払金                          135,864 

       流動負債（その他）                8,600 

       預り敷金・保証金                 31,106 

  

  
       短期貸付金                      135,000千円 

       未払金                           98,284 

        

  

６．保証債務 ６．保証債務 

（1）債務保証 （1）債務保証 

 以下の関係会社の銀行借入等に対し、債務保証

を行っております。 

 以下の関係会社の銀行借入等に対し、債務保証

を行っております。 
  

        ウイングエース㈱                419,679千円
  
        ウイングエース㈱                331,493千円

        テテ㈱                          220,200千円        テテ㈱                          236,400千円

         
  

         
  

（2）連帯保証 （2）連帯保証 

 以下の関係会社のリース契約に対し、連帯保証

を行っております。 

 以下の関係会社のリース契約に対し、連帯保証

を行っております。 
    

        TRAVELER OVERSEAS CO.,LTD        18,859千円

        アイマーケット㈱                  9,812千円
 

        TRAVELER OVERSEAS CO.,LTD        10,164千円

        アイマーケット㈱                 24,222千円

        テテ㈱                            9,371千円

 

※７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行８行と当座借越契約及び借入コミットメ

ント契約を締結しております。これらの契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

※７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行９行と当座借越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

  
        当座借越極度額及び 

        借入コミットメントの総額      1,700,000千円

        借入実行残高                    300,000    

        差引額                        1,400,000 

 

  
         

当座借越極度額の総額          1,750,000千円

        借入実行残高                    550,000    

        差引額                        1,200,000 
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（損益計算書関係） 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るもの ※１．関係会社との取引に係るもの 

 関係会社との取引に係る主なものが次のとおり含

まれております。 

 関係会社との取引に係る主なものが次のとおり含

まれております。 
  

      受取配当金                        50,500千円 

      業務等受託手数料          113,657 

 

  
      業務等受託手数料           83,885千円 

 

※２．業務等受託手数料の内訳は以下のとおりでありま

す。 

   広告掲載料            60,000千円 

   役務提供料                     24,921 

    物流業務                  13,030 

   受注業務                   9,540 

   その他               6,165 

   合計               113,657 
  

※２．業務等受託手数料の内訳は以下のとおりでありま

す。 

   広告掲載料            20,000千円 

   役務提供料                      3,600 

    物流業務                  29,002 

   受注業務                  24,671 

   その他               6,611 

   合計                83,885 

 

※３． 

 

 

 

 

 

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

      土地                             9,900千円 

        建物等                          4,467 

         合計                           14,367 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

※４． 

        建物                             5,661千円 

        器具備品                         1,545 

         合計                            7,206 

         

※５．関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額につき

    ましては、子会社トラベラー新潟(株)において平成

    17年３月31日の臨時株主総会にて同社の清算に関す

    る決議がなされたため、これに対し計上したもので

    あります。 
 

※５． 
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第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
 

※６． 

 

※６．減損損失 

 

 

 

 

 

 

 
     

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

（用途） （種類）  （場所）      （金額） 

遊休   土地   大分県速見郡    4,358千円 

遊休   土地   宮城県刈田郡    17,100   

              合計      21,458 

 

（経緯）上記の土地については、保養所の建設予定地と 

して取得致しましたが、その後の投資計画の変 

更に伴い遊休資産となり、また価格が著しく下 

落していたため、当該資産の帳簿価額を回収可 

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし 

て認識致しました。 

    なお、回収可能価額は鑑定評価に基づく正味売 

却価額によっております。 

（グルーピングの方法） 

    営業所単位を基本とし、将来の使用が見込まれ 

ていない遊休資産及び処分予定の資産について 

は個々の物件単位でグルーピングをしておりま

す。 
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（リース関係取引） 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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（千円） 

 

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（千

円） 
          
                     器具備品  ソフトウェア    計 

   

     取得価額相当額          274,066      195,866      469,933 

     減価償却累計額相当額    138,816       80,733      219,549

     期末残高相当額          135,249      115,133      250,383
                                                     

                   
器具備品   車両  ソフトウェア   計 

 

取得価額相当額       275,935   15,378   285,926   577,239 

減価償却累計額相当額  68,069    2,376    108,482   178,928

期末残高相当額       207,865    13,001    177,443   398,311
                                                    

 

 

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年内                          82,050千円 

      １年超                         180,105 

       合計                          262,156 

 
  

  
      １年内                         111,666千円 

      １年超                         290,227 

       合計                          401,893 

 
  

３．支払リース料、減価償却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

償却相当額、支払利息相当額及び減損損失 
  

     支払リース料                        91,601千円

     減価償却費相当額                    90,136 

     支払利息相当額                       4,180 

 
  

  
     支払リース料                       107,381千円

     減価償却費相当額                   102,319 

     支払利息相当額                       6,256 

 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同  左 

 

５．利息相当額の算定方法 

 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

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。 

同  左 

 

 

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 

  （有価証券関係） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３

月31日）における子会社株式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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（税効果会計関係） 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

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

内訳 
  

短期繰延税金資産： 

未払費用否認額                          26,069千円

商品評価損否認                          29,976 

繰越欠損金                              47,895 

貸倒引当金繰入超過額                    26,272 

確定拠出年金未払計上否認                13,155 

未払事業税否認                           7,266 

その他                                   4,353

小計                                 154,989 

評価性引当額                           △2,406

合計                                  152,583千円

 

長期繰延税金資産： 

（繰延税金資産） 

確定拠出年金未払計上否認                39,465千円

役員退職慰労引当金                     200,798 

投資有価証券評価損否認                  32,997 

会員権評価損否認                        14,590 

貸倒引当金繰入超過額                    13,508 

関係会社株式評価損否認                   9,766 

繰越欠損金                             628,586 

その他                                   3,927

  小計                                   943,640 

評価性引当額                          △61,097

合計                                 882,543千円

 

（繰延税金負債） 

  その他有価証券評価差額金              △25,371

長期繰延税金資産の純額                 857,171千円

  
短期繰延税金資産： 

未払費用否認額                         32,404千円

商品評価損否認                         41,831 

貸倒引当金繰入超過額                   12,912 

確定拠出年金未払計上否認               18,625 

有価証券評価損否認           2,406 

未払事業税否認                          1,323 

その他                                  1,817

小計                                111,321 

評価性引当額                         △26,677

合計                                   84,643千円

 

長期繰延税金資産： 

 確定拠出年金未払計上否認               23,259千円

役員退職慰労引当金                    176,338 

投資有価証券評価損否認                 32,997 

会員権評価損否認                       14,590 

貸倒引当金繰入超過額                   14,118 

固定資産減損損失否認          8,732 

投資事業組合評価引当金否認       3,552 

繰越欠損金                            869,115 

その他                                 2,482

  小計                                1,145,187 

評価性引当額                      △1,145,187

合計                                  －千円

 

長期繰延税金負債： 

  その他有価証券評価差額金             △87,409千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に生じた主要な差異原因の項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に生じた主要な差異原因の項目別内訳 

  法定実効税率                               40.7% 

（調整） 

  交際費等永久に損金に算入されない項目      △1.4 

  住民税均等割等                              9.1 

  評価性引当金の取崩                        △1.6

  税効果会計適用後の法人税等の負担率         46.8

 

  税引前当期純損失が計上されているため記載しており

ません。 
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（１株当たり情報） 

 
第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 567円61銭 350円62銭 

１株当たり当期純利益（△ 損失）金
額 

51円58銭 △221円75銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
                51円03銭                    － 

   潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

 

 

（注）１株当たり当期純利益（△損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

 
第４３期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（△損失）（千円） 314,658 △1,357,829 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式にかかる当期純利益 
 （△損失）(千円) 

314,658 △1,357,829 

 期中平均株式数（千株） 6,099 6,123 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

                          

 当期純利益調整額（千円）                       －                       － 

 普通株式増加数（千株）                       66                       － 

 （うち自己株式取得方式によるス 

   トックオプション） 
                      (66)                       － 

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

定に含めなかった潜在株式の概要 

 平成14年６月27日の定時株主総会決

議にもとづくストックオプション 

(新株予約権） 

新株予約権１種類 

(新株予約権の数226個) 

 

（重要な後発事象） 

第４３期 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第４４期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 
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役員の異動（平成１８年６月２９日付） 

 

１．  代表者の異動 

当該事項はありません。 

 

２．  その他の役員の異動 

１）退任予定取締役 

取締役 石 塚 愼 一（顧問 就任予定） 

     

２）新任監査役候補 

社外監査役（非常勤） 吉 野 統 治（現 株式会社オルパ 取締役会長） 

   

３）退任予定監査役 

監査役 雨 貝 和 夫（顧問 就任予定） 

            

                                                                     以  上 
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