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 平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要        平成１８年１１月２０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１１月２０日         配当支払開始日  平成１８年１２月１２日 
 単元株制度採用の有無 有(１単元100株) 
 
１．平成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） 
 (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 

17年9月中間期 

 １５，２０２ 

 １４，３２６ 

  ６．１ 

  ０．１ 

  １，２１７

  １，０５５

 １５．４ 

１０２．７ 

  １，３９４ 

  １，１６７ 

 １９．４ 

 ６７．４ 

18年3月期  ２９，１５７    ２，３８６   ２，５０６  

 

 
 

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 

17年9月中間期 

    ７７３ 

    ６１３ 

 ２６．０ 

    － 

       ４７ ４５ 

       ３９ ５９ 

18年3月期  １，１５４         ７０ ７７ 

（注）①期中平均株式数  18年9月中間期 16,292,042株 17年9月中間期 15,493,276株 18年3月期 15,891,667株 
   ②会計処理の方法の変更    無 
   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 
 
(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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

       百万円 

   ３３，３６４ 

   ３４，１９２ 

       百万円

   １４，２４９ 

   １３，０３９ 

         ％ 

      ４２．７ 

      ３８．１ 

      円  銭

   ８７４ ６６ 

   ８００ ３５ 

18年3月期    ３３，５８７    １３，８２４      ４１．２   ８４６ ７３ 

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 16,292,021株 17年9月中間期 16,292,428株 18年3月期 16,292,065株 
   ②期末自己株式数  18年9月中間期    7,652株 17年9月中間期   7,245株 18年3月期   7,608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） 

 
 

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 

通  期 

     百万円 

  ３０，０４５ 

     百万円 

   ２，３８２ 

     百万円 

   １，２５２ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ７２円５２銭 
 
３．配当の状況 

・現金配当 １株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

 

18年3月期 

     円  銭 

    ４ ００ 

     円  銭 

    ４ ００ 

     円  銭 

    ８ ００ 

19年3月期（実績）     ４ ００     －  － 

19年3月期（予想）     －  －     ４ ００ 
    ８ ００ 

 
※ 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)通期 
 の見通し」をご参照ください。 



 

－ 2 － 

１ 【中間財務諸表等】 

（１）中間財務諸表 

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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

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  4,157 3,617 3,684 

２ 受取手形 ※４ 310 362 435 

３ 売掛金  3,676 3,959 3,817 

４ 有価証券  21 ― 29 

５ たな卸資産  1,182 1,120 1,213 

６ 繰延税金資産  1,156 1,161 1,078 

７ その他  271 150 233 

貸倒引当金  △77 △74 △79 

流動資産合計   10,698 31.3 10,297 30.9  10,414 31.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 3,189 3,136 3,070 

(2) 土地 ※２ 4,519 4,737 4,506 

(3) その他  1,729 1,918 1,692 

     計  9,438 9,791 9,269 

２ 無形固定資産  207 266 198 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 3,895 3,867 4,262 

(2) 関係会社株式  6,757 6,817 6,776 

(3) 関係会社長期貸付
金 

 82 121 81 

(4) 繰延税金資産  1,720 774 1,138 

(5) 破産再生更生債権
等 

 ― 495 495 

(6) 差入保証金  267 262 262 

(7) その他  1,802 1,205 1,219 

貸倒引当金  △677 △534 △530 

     計  13,848 13,008 13,705 

固定資産合計   23,494 68.7 23,066 69.1  23,172 69.0

資産合計   34,192 100.0 33,364 100.0  33,587 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

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  2,417 2,927 2,952 

３ 短期借入金 ※２ 4,395 4,243 4,233 

４ １年内償還社債  4,000 240 1,140 

５ 未払金  1,914 2,318 1,703 

６ 未払法人税等  25 51 62 

７ 賞与引当金  320 345 352 

８ 役員賞与引当金  ― 8 ― 

９ その他  164 294 226 

流動負債合計   13,239 38.7 10,429 31.3  10,692 31.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  1,000 2,390 1,560 

２ 長期借入金 ※２ 4,517 4,412 5,056 

３ 退職給付引当金  1,284 81 1,395 

４ 役員退職慰労引当金  149 165 155 

５ その他  961 1,635 903 

固定負債合計   7,913 23.2 8,685 26.0  9,070 27.0

負債合計   21,152 61.9 19,114 57.3  19,762 58.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   7,782 22.7 ― ―  7,782 23.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,842 ― 2,842 

資本剰余金合計   2,842 8.3 ― ―  2,842 8.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金  787 ― 787 

２ 中間(当期)未処分利
益 

 613 ― 1,089 

利益剰余金合計   1,401 4.1 ― ―  1,877 5.6

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  1,020 3.0 ― ―  1,330 3.9

Ⅴ 自己株式   △6 △0.0 ― ―  △7 △0.0

資本合計   13,039 38.1 ― ―  13,824 41.2

負債資本合計   34,192 100.0 ― ―  33,587 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 7,782 23.3  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,842 ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,842 8.5  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立
金 

 ― 25 ― 

任意積立金  ― 761 ― 

繰越利益剰余金  ― 1,768 ― 

利益剰余金合計   ― ― 2,555 7.7  ― ―

４ 自己株式   ― ― △7 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 13,172 39.5  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 1,077 3.2  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,077 3.2  ― ―

純資産合計   ― ― 14,249 42.7  ― ―

負債純資産合計   ― ― 33,364 100.0  ― ―
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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) 

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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   14,326 100.0 15,202 100.0  29,157 100.0

Ⅱ 売上原価   9,517 66.4 9,967 65.6  19,147 65.7

売上総利益   4,809 33.6 5,234 34.4  10,009 34.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,753 26.2 4,017 26.4  7,623 26.1

営業利益   1,055 7.4 1,217 8.0  2,386 8.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  223 1.6 278 1.8  345 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  111 0.8 102 0.6  225 0.8

経常利益   1,167 8.2 1,394 9.2  2,506 8.6

Ⅵ 特別利益   4 0.0 9 0.1  22 0.1

Ⅶ 特別損失   37 0.3 162 1.1  224 0.8

税引前中間(当期)純
利益 

  1,134 7.9 1,241 8.2  2,305 7.9

法人税、住民税及び
事業税 

 50 22 72 

法人税等調整額  469 520 3.6 446 468 3.1 1,078 1,151 3.9

中間(当期)純利益   613 4.3 773 5.1  1,154 4.0

中間配当額   ― ―  65

中間(当期)未処分利
益 

  613 ―  1,089
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 固定資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 
(百万円) 7,782 2,842 2,842 26 761 1,089 1,877 △7 12,494

中間会計期間中の変動額     

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 （注） 

  △1 1 －  －

 剰余金の配当（注）   △65 △65  △65

 役員賞与（注）   △30 △30  △30

 中間純利益   773 773  773

 自己株式の取得    △0 △0

 自己株式の処分    0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

    

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

  △1 678 677 △0 677

平成18年９月30日残高 
(百万円) 7,782 2,842 2,842 25 761 1,768 2,555 △7 13,172

 
評価・換算差額等 

 その他有価 
証券評価差 
額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 1,330 1,330 13,824

中間会計期間中の変動額   

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 （注）   －

 剰余金の配当（注）   △65

 役員賞与（注）   △30

 中間純利益   773

 自己株式の取得   △0

 自己株式の処分   0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △252 △252 △252

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △252 △252 424

平成18年９月30日残高 
(百万円) 1,077 1,077 14,249

(注)平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 

 

項目 
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) 有価証券 

  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 

  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

により算定してお

ります。) 

(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 

   …中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

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。) 

(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 

   時価のないもの 

   …同左 

   時価のないもの 

   …同左 

 (2) デリバティブ 

   …時価法 

(2) デリバティブ 

   …同左 

(2) デリバティブ 

   …同左 

 (3) たな卸資産 

  商品 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

  資材及び貯蔵品 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

(3) たな卸資産 

  商品 

   …同左 

 

  資材及び貯蔵品 

   …同左 

(3) たな卸資産 

  商品 

   …同左 

 

  資材及び貯蔵品 

   …同左 

２ 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  15～50年 

その他  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。 

 …同左 

 

(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。 

 …同左 

 

 (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 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

   …同左 
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項目 
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) 

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 

(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。 

 (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」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。この

結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は

8百万円減少しておりま

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、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。 

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

用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

 執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(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

用処理しております。 
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項目 
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) 

  （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金

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）を適用してお

ります。 

（追加情報） 

 当社は、確定拠出年金

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。 

 (5) 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

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

    同左 

(5) 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 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、

中間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。 

   同左  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。 

５ 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     同左 

６ ヘッジ会計の方法 ―――――― イ.ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対 

 象 

 ヘッジ手段 

   …金利スワップ取引

 ヘッジ対象 

   …変動金利借入金 

ハ.ヘッジ方針 

  金利スワップ取引で、

変動金利を固定化するこ

とにより将来の金利上昇

リスクを回避するもので

あります。 

ニ.ヘッジ有効性の評価 

  特例処理の要件を充足

しているため、ヘッジ有

効性の評価を省略してお

ります。 

イ.ヘッジ会計の方法 

    同左 
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項目 
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) 

７ その他中間財務諸

表(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 

 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、期

間費用として処理してお

ります。 

 なお、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺のう

え、貸借対照表上流動負

債の「その他」に含めて

表示しております。 

消費税等の会計処理 

    同左 

 

消費税等の会計処理 

 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。 

 

 

 

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) 

（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、当中間会計期間より、５

年で均等額を償却する方法に変更し

ております。なお、この変更による

損益への影響はありません。 

―――――― （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、当中間会計期

間より、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1,016百万円増加し、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

及び税引前中間純利益に与える影響

はありません。 

―――――― （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、当事業年度よ

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2,095百万円増加し、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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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) 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当中間期から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（企業会計基準委員会

平成17年12月９日））および貸借対照

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（企業会計基準委員会

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14,249百万円であ

り、同基準を適用した場合と同額で

あります。 

 なお、当中間期における中間貸借

対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき

作成しております。 

―――――― 

 

 

表示方法の変更 

 

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) 

（中間貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となり、「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日

付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事

業有限責任組合への出資（13百万円）を投資有価証券と

して表示する方法に変更いたしました。 

なお、前中間会計期間の投資その他の資産の「その他」

に含まれる当該出資の額は、16百万円であります。 

―――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

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 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,653百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,295百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,393百万円であります。

※２ 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 899 百万円 

土地 206 百万円 

投資有価証券 1,192 百万円 

合計 2,298 百万円 
 

※２ 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 683 百万円

土地 186 百万円

投資有価証券 1,226 百万円

合計 2,097 百万円
 

※２ 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 850 百万円 

長期借入金 1,838 百万円 

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 2,688 百万円 
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 

短期借入金 200 百万円

長期借入金 1,694 百万円

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 1,894 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

一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 1,966百万円
 

 ３ 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㈱ 335 百万円 

㈱日本情報マート 300 百万円 

たんぽぽ薬局㈱ 158 百万円 

㈱サン・シング東海 132百万円 

シーシーエヌ㈱ 122 百万円 

その他(１社) 4 百万円 
 

 ３ 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。 

㈱日本情報マート 265百万円

㈱サン・シング東海 111百万円

シーシーエヌ㈱ 100 百万円

トーカイフーズ㈱ 30百万円

その他(１社) 1 百万円
 

 ３ 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２人 2百万円 
 

(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 1百万円
 

(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。 

 324 百万円 

合計 1,379 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。 

 215 百万円

合計 727 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
 

―――――― ※４ 中間会計期間末日の満期手形

の処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

  なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が中間会計期間末日の

残高に含まれております。 

受取手形 17百万円
 

―――――― 

 
  

(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 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 4 百万円 
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 5 百万円
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 9百万円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 60 百万円 
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 66 百万円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 120百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 464 百万円 

無形固定資産 30 百万円 
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 454 百万円

無形固定資産 33 百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 959百万円

無形固定資産 60百万円
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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） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 7,608 54 10 7,652

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   54株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元株式の市場への処分による減少  10株 

 

 

（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 

 子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（４）重要な後発事象 

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) 

―――――― （たんぽぽ薬局株式会社との株式

交換に関する事項） 

  当社は平成18年10月1日にて、

たんぽぽ薬局株式会社を当社の

完全子会社とする株式交換を実

施し、新株式971,000株を発行い

たしました。なお、詳細について

は、連結財務諸表における「重要

な後発事象」に記載のとおりであ

ります。 

（たんぽぽ薬局株式会社との株式

交換に関する事項） 

  当社は平成18年６月５日開催

の取締役会において、たんぽぽ薬

局株式会社を完全子会社とする

ため、会社法第796条第3項の規定

に基づき株主総会の承認を得る

ことなく株式交換を行い、これに

基づいて新株式を発行すること

を決議し、同日、両社にて株式交

換契約を締結いたしました。な

お、詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。 

 

 

以 上 


