
１．18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 14円13銭 

３．配当状況 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。 

    (財)財務会計基準機構会員

平成１９年３月期 個別中間財務諸表の概要  平成18年11月13日

上場会社名  リゾートソリューション株式会社 上場取引所 東証 第１部 

コード番号  ５２６１ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.resort-solution.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 平田 秀明

問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長氏名  谷 泰志 ＴＥＬ(03)3344－8811 

決算取締役会開催日 平成18年11月13日 配当支払開始日 平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)   

(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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 10,448 8.2 818 45.8 845 51.9 

17年9月中間期 9,636 13.7 561 43.8 556 58.9 

18年3月期 18,975  1,358  1,324  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 453 60.6 8 02 

17年9月中間期 282 133.5 4 99 

18年3月期 354  6 09 

(注)①期中平均株式数 
18年9月 

中間期 
56,601,082株

17年9月 

中間期 
56,610,941株 18年3月期       56,607,861    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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(2）財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 19,915 6,570 33.0 116 08 

17年9月中間期 16,652 6,745 40.5 119 15 

18年3月期 21,029 6,410 30.5 113 08 

(注)①期末発行済株 

   式数 

18年9月 

中間期 
       56,599,797 株

17年9月 

中間期 

56,609,728

株
18年3月期   56,602,332    株

②期末自己株式

数 

18年9月 

中間期 
   42,203   株

17年9月 

中間期 
32,272株 18年3月期 39,668      株

２．19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 21,000 1,850 800 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年3月期 0.0 5.0 5.0

19年3月期（実績） 0.0 －
5.0

19年3月期（予想） － 5.0
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５．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年3月31日) 

対前 期

比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
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  1,983,595   1,006,807   1,705,334    

２ 受取手形 ※1 15,073   －   －    

３ 売掛金 ※1 854,784   1,051,339   1,558,773    

４ たな卸資産  970,351   1,607,985   1,889,533    

５ 未収入金 ※1 140,095   249,219   623,755    

６ 短期貸付金 ※1 －   3,940,737   3,607,041    

７ その他 ※1 1,037,147   971,784   914,304    

流動資産合計   5,001,047 30.0  8,827,874 44.3  10,298,742 49.0 △1,470,868 

Ⅱ 固定資産             

１ 有形固定資産 ※2           

(1) 建物   1,770,918   2,073,824   1,718,724    

(2) 土地   4,806,735   4,635,010   4,537,361    

(3) その他   382,321   404,928   493,866    

有形固定資産合計  6,959,975  41.8 7,113,763  35.8 6,749,952  32.1  

２ 無形固定資産  228,025  1.4 227,572  1.1 227,618  1.1  

３ 投資その他の資産            

(1) 投資有価証券   2,852,761   1,031,401   926,901    

(2) その他 ※1 2,450,783   2,715,248   2,826,626    

(3) 投資損失引当金  △840,000   －   －    

投資その他の資産合計  4,463,545  26.8 3,746,649  18.8 3,753,527  17.8  

固定資産合計   11,651,546 70.0  11,087,985 55.7  10,731,099 51.0 356,886 

資産合計   16,652,593 100.0  19,915,859 100.0  21,029,841 100.0 △1,113,981 
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前中間会計期間末 

(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年3月31日) 

対前 期

比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
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  504,333   516,311   963,310    

３ 短期借入金   2,200,000   5,416,163   5,416,163    

４ 未払金  108,915   516,288   521,211    

５ 未払法人税等  154,657   370,776   394,319    

７ 預り金  990,224   968,769   1,254,008    

８ 賞与引当金  76,566   97,783   84,635    

９ 役員賞与引当金  －   5,000   －    

10 その他  265,908   178,007   386,832    

流動負債合計   4,300,606 25.8  8,069,099 40.5  9,020,479 42.9 △951,380 

Ⅱ 固定負債            

１ 従業員特別補償引当金   －   187,250   200,000    

２ 退職給付引当金  156,435   165,333   163,957    

３ 長期預り金  5,450,518   4,793,757   5,104,720    

４ 再評価に係る繰延税金負

債 
 －   130,199   130,199    

固定負債合計   5,606,953 33.7  5,276,540 26.5  5,598,878 26.6 △322,337 

負債合計   9,907,559 59.5  13,345,639 67.0  14,619,357 69.5 △1,273,717 

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   3,948,088 23.7  － －  3,948,088 18.8   

Ⅱ 資本剰余金            

１ 資本準備金  1,759,974   －   1,759,974    

２ その他資本剰余金  985,512   －   985,512    

資本剰余金合計   2,745,487 16.5  － －  2,745,487 13.1 － 

Ⅲ 利益剰余金            

中間(当期)未処分利益  456,504   －   528,379    

利益剰余金合計   456,504 2.7  － －  528,379 2.5 － 

Ⅳ 土地再評価差額金   △394,326 △2.4  － －  △798,550 △3.8 － 

Ⅴ その他有価証券評価差額

金 
  △1,924 △0.0  － －  －   － 

Ⅵ 自己株式   △8,794 △0.0  － －  △12,920 △0.1 － 

資本合計   6,745,034 40.5  － －  6,410,483 30.5 － 

負債・資本合計   16,652,593 100.0  － －  21,029,841 100.0 － 
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前中間会計期間末 

(平成17年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年3月31日) 

対前 

期比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金    － －  3,948,088 19.8    － － 

２ 資本剰余金              

(1）資本準備金   －   1,759,974     －   

(2）その他資本剰余金   －   985,512     －   

資本剰余金合計    － －  2,745,487 13.8    － － 

３ 利益剰余金              

(1）その他利益剰余金              

繰越利益剰余金   －   689,328     －   

利益剰余金合計    － －  689,328 3.5    － － 

４ 自己株式    － －  △14,133 △0.1    － － 

株主資本合計    － －  7,368,770 37.0    － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

 土地再評価差額金    － －  △798,550      － － 

評価・換算差額等合計    － －  △798,550 △4.0    － － 

純資産合計    － －  6,570,219 33.0    － － 

負債純資産合計    － －  19,915,859 100.0    － － 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年4月１日 
 至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

対前中
間期比 

前事業年度の要約損益計算書
(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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,636,990 100.0  10,448,241 100.0 811,251  18,975,984 100.0

Ⅱ 売上原価   7,375,980 76.5  7,876,627 75.4 500,646  14,317,125 75.4

売上総利益   2,261,009 23.5  2,571,614 24.6 310,604  4,658,858 24.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,699,933 17.7  1,753,572 16.8 53,639  3,300,304 17.4

営業利益   561,076 5.8  818,041 7.8 256,965  1,358,553 7.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  35,173 0.4  76,449 0.7 41,275  63,052 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  39,773 0.4  49,283 0.5 9,510  97,328 0.5

経常利益   556,476 5.8  845,207 8.1 288,731  1,324,277 7.0

Ⅵ 特別利益 ※3  28,924 0.3  － － △28,924  505,316 2.7

Ⅶ 特別損失 ※4,6 133,183 1.4  － － △133,183  1,856,070 9.8

税引前中間純利益又は税
引前当期純損失(△)   452,217 4.7  845,207 8.1 392,990  △26,476 △0.1

法人税、住民税及び事業
税  135,400   385,000     445,400   

法人税等調整額  34,202 169,602 1.8 6,247 391,247 3.7 221,645 △826,366 △380,966 △2.0

中間(当期)純利益   282,615 2.9  453,960 4.3 171,345  354,489 1.9

前期繰越利益   106,979   235,367  128,387  106,979  

土地再評価差額金取崩額   66,909   －  △66,909  66,909  

中間(当期)未処分利益   456,504   689,328  232,824  528,379  
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

その他資本剰
余金 

資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

繰越利益剰余
金 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
3,948,088 1,759,974 985,512 2,745,487 528,379 △12,920 7,209,034 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当（千円）         △283,011   △283,011 

利益処分による役員賞与

（千円） 
        △10,000   △10,000 

中間純利益（千円）         453,960   453,960 

自己株式の取得（千円）           △1,213 △1,213 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）（千円） 

              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － 160,949 △1,213 159,736 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
3,948,088 1,759,974 985,512 2,745,487 689,328 △14,133 7,368,770 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
△798,550 △798,550 6,410,483 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）     △283,011 

利益処分による役員賞与

（千円） 
    △10,000 

中間純利益（千円）     453,960 

自己株式の取得（千円）     △1,213 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

      

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 159,736 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
△798,550 △798,550 6,570,219 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

(1)有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

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 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

 商品は移動平均法に基づく原価法に

よっております。 

(2)たな卸資産 

 商品は移動平均法に基づく原価法に

よっております。 

(2)たな卸資産 

 商品は移動平均法に基づく原価法によ

っております。 

 販売用不動産は個別法に基づく原価

法によっております。 

 販売用不動産は個別法に基づく原価

法によっております。 

 販売用不動産は個別法に基づく原価法

によっております。 

 再生事業不動産等は個別法に基づく

原価法によっております。 

 （追加情報） 

  投資再生事業の開始にあたり再生バ

リューアップされた不動産等について

建物及び構築物、土地等より898,418千

円を振替えております。 

 なお、当中間会計期間末の残高は、

136,190千円であります。 

 再生事業不動産等は個別法に基づく

原価法によっております。 

 （追加情報） 

 投資有価証券のうち、40,000千円につ

いては、保有目的の変更を行ったた

め、たな卸資産へ振替えております。 

 再生事業不動産等は個別法に基づく原

価法によっております。 

 （追加情報） 

 投資再生事業の開始にあたり土地、建

物及び構築物等より908,418千円を振替

えております。 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定額法 

 なお主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

建物 10～46年   

(2)無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３．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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

- 個別39 -



前中間会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

(2)賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上しておりま

す。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。 

(3)     ────── (3)役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益は、それぞれ5,000千円

減少しております。 

(3)     ────── 

(4)退職給付引当金 

 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、当中間会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。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

一定年数（5年）による定額法により費

用処理しております。数理計算上の差異

は、それぞれ発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（8年）による

定額法により翌期から費用処理すること

としております。 

 （追加情報） 

  当中間会計期間において当社従業員の

平均残存勤務期間の再検討を行った結

果、再検討後の年数が従来の数理計算上

の差異の費用処理年数（10年）を下回っ

たことに伴い、当中間会計期間より数理

計算上の差異の費用処理年数を10年から

8年に短縮変更しております。この結

果、従来の10年による費用処理によった

場合と比較して、当中間会計期間におけ

る数理計算上の差異の費用処理額が858

千円増加しております。 

(4)退職給付引当金 

 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す。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年数（５年）に

よる定額法により費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、それぞれの発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（８年）による定額法により翌

期から費用処理することとしておりま

す。 

(4)退職給付引当金 

 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す。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年数（５年）に

よる定額法により費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、それぞれの発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数（８年）による定額法により翌

期から費用処理することとしておりま

す。 

（追加情報） 

  当事業年度において当社従業員の平均

残存勤務期間の再検討を行った結果、再

検討後の年数が従来の数理計算上の差異

の費用処理年数（10年）を下回ったこと

に伴い、当事業年度より数理計算上の差

異の費用処理年数を10年から8年に短縮

変更しております。この結果、従来の10

年による費用処理によった場合と比較し

て、当事業年度における数理計算上の差

異の費用処理額が1,717千円増加してお

ります。 

(5)投資損失引当金 

 子会社の投資に係る損失に備えるた

め、当該会社の財政状態等を勘案して必

要額を計上しております。 

(5)     ────── (5)     ────── 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

４．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。 

４．リース取引の処理方法 

同左 

４．リース取引の処理方法 

同左 

５．その他中間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 

税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

５．その他中間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 

税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

５．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 

税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

前中間会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前事業年度 

（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） 

  当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益

は、42,444千円減少しております。 

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年 8月 9日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これにより税引前当期純利益

は、42,444千円減少しております。  

  ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 ────── 

   当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は6,570,219千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 
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表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

 ──────  （中間貸借対照表） 

      当中間会計期間において、会社法及び会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律が施行され、旧有限会社法に規定

する有限会社に対する出資持分が有価証券とみなされることと

なったことから、前中間会計期間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有限会社に対する出資持分

は、当中間会計期間より投資その他の資産の「投資有価証券」

として表示しております。なお、当中間会計期間末の「投資有

価証券」に含めた特例有限会社に対する出資持分は144,500千円

であります。 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．貸倒引当金直接控除額 ※１．貸倒引当金直接控除額 ※１．貸倒引当金直接控除額 

流動資産 112,990 千円

投資その他の資産 499,276 

計 612,267 

流動資産 77,980 千円

投資その他の資産 499,170 

計 577,150 

流動資産 72,367 千円

投資その他の資産 499,149 

計 571,516 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

 1,304,921 千円  1,468,583 千円  1,364,757 千円

 ３．保証債務  ３．保証債務  ３．保証債務 

(1)金融機関借入金等に対する保証債務 

日本ホーバス㈱ 560,116 千円

（2）ローンに対する保証債務 

会員権購入者のための

ローンに対する保証債

務 

24,449  

(3）リース債務に対する保証 

日本土地改良㈱ 25,158  

㈱ジャパンゴルフマネ

ジメント 
80,043  

ジャパンホテルマネジ

メント㈱ 
21,883  

㈱ＳＥＥＤ330  20,856  

計 147,941  

合計 732,507  

(1)金融機関借入金等に対する保証債務 

日本ホーバス㈱ 100,116 千円

（2）ローンに対する保証債務 

会員権購入者のための

ローンに対する保証債

務 

13,910  

(3）リース債務に対する保証 

㈱ジャパンゴルフマネ

ジメント 
52,350  

ジャパンホテルマネジ

メント㈱ 
15,016  

㈱ＳＥＥＤ 16,044  

計 83,411  

合計 197,437  

(1)金融機関借入金等に対する保証債務 

日本ホーバス㈱ 164,568 千円

（2）ローンに対する保証債務 

会員権購入者のための

ローンに対する保証債

務 

18,155  

(3）リース債務に対する保証 

日本土地改良㈱ 25,158  

㈱ジャパンゴルフマネ

ジメント 
66,017  

ジャパンホテルマネジ

メント㈱ 
29,560  

㈱ＳＥＥＤ330  18,450  

計 128,076  

合計 310,799  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

債務消却益 12,865 千円 

受取利息 3,325 

債務消却益 16,224 千円 

受取利息 55,142 

債務消却益 25,800 千円 

受取利息 16,017 千円 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 32,667 千円 支払利息 49,283 千円 支払利息 65,458 千円 

貸倒引当金繰入額 27,481 千円 

※３．特別利益の主要項目 

投資有価証券売却益 28,924 千円 

※３．     ────── ※３．特別利益の主要項目 

固定資産売却益 440,513 千円 

投資有価証券売却益 64,802 千円 

※４．特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 55,960 千円 

減損損失 42,444 千円 

※４．     ────── ※４．特別損失の主要項目 

子会社株式評価損 1,149,999 千円

従業員特別補償引当金

繰入額 

200,000 千円

土地補償金 234,650 千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 100,827 千円 

無形固定資産 406 

有形固定資産 103,825 千円 

無形固定資産 46 

有形固定資産 201,122 千円 

無形固定資産 812 

※６.減損損失  ※６.     ────── ※６.減損損失 

 当中間会計期間において、当社グルー

プ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。 

  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。 

  当社は、減損会計の適用に当たって、

事業の種類別セグメントを基礎として事

業の関連性によりグルーピングし、遊休

資産については個々の資産ごとに、減損

の兆候を判断しております。 

 遊休地については、地価の下落など資

産価値が下落しているものにつき帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（42,444千円）として特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、土地35,830千円、借地権

6,614千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額を適用しており、不動産

鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用

しております。 

場所 用途 種類 

 岩手県松尾村  遊休地  土地  

 群馬県渋川市  遊休地  土地  

 静岡県三島市 遊休地 借地権 

 

 当社は、減損会計の適用に当たって、事

業の種類別セグメントを基礎として事業

の関連性によりグルーピングし、遊休資

産については個々の資産ごとに、減損の

兆候を判断しております。 

 遊休地については、地価の下落など資

産価値が下落しているものにつき帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（42,444千円）として特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、土地35,830千円、借地権

6,614千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額を適用しており、不動産

鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用

しております。 

場所 用途 種類 

 岩手県松尾村  遊休地  土地  

 群馬県渋川市  遊休地  土地  

 静岡県三島市 遊休地 借地権 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

① リース取引 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 39 2 － 42 

合計 39 2 － 42 
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