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単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年10月中間期の業績（平成18年 5月1日～平成18年10月31日）

(1)経営成績 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 52,606 (10.1) 4,144 ( 16.1) 3,914 ( 18.1)

17年10月中間期 47,774 ( 9.2) 3,569 (△16.4) 3,314 (△19.2)

18年 4月期 104,737  8,364  7,842  

 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10月中間期 2,302 ( 21.4) 73 43

17年10月中間期 1,896 (△18.9) 60 49

18年 4月期 4,434  141 44

（注）①期中平均株式数 18年10月中間期 31,355,476株 17年10月中間期 31,355,540株 18年 4月期 31,355,535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

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 92,067 32,601 35.4 1,039 73

17年10月中間期 82,362 29,055 35.3 926 63

18年 4月期 92,386 30,974 33.5 987 85

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 31,355,476株 17年10月中間期 31,355,540株 18年 4月期 31,355,476株

 ②期末自己株式数 18年10月中間期 524株 17年10月中間期 460株 18年 4月期 524株

２．平成19年 4月期の業績予想（平成18年 5月 1日～平成19年 4月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 126,500  11,700  6,542  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  208円 64銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年 4月期 － 20.0 － 20.0 － 40.0

19年 4月期（実績） － 20.0 － － －  

19年 4月期（予想） － － － 20.0 － 40.0

（注）19年4月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

 

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定

を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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６．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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日）

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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 16,999,494 16,745,660 18,345,915

２　売掛金 ― 5,225 1,012

３　たな卸資産 ※２ 43,878,091 52,737,816 51,146,821

４　その他 ※５ 3,902,835 4,267,626 4,829,936

流動資産合計 64,780,421 78.6 73,756,329 80.1 74,323,686 80.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 ※２ 5,168,920 6,799,480 6,887,892

(2）土地 ※２ 5,454,104 5,932,861 5,932,861

(3）その他 ※２ 2,808,381 1,229,204 1,017,866

有形固定資産合計 13,431,406 13,961,546 13,838,620

２　無形固定資産 194,370 245,123 180,820

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,153,733 1,094,184 1,167,985

(2）関係会社株式 2,221,117 2,311,117 2,221,117

(3）その他 617,815 736,426 690,494

貸倒引当金 △36,855 △36,815 △36,410

投資その他の資産
合計

3,955,811 4,104,912 4,043,187

固定資産合計 17,581,588 21.4 18,311,582 19.9 18,062,629 19.6

資産合計 82,362,009 100.0 92,067,911 100.0 92,386,315 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日）

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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 7,125,925 5,781,317 6,298,999

２　営業未払金 6,573,331 5,526,205 7,167,103

３　短期借入金
※２
※３

26,027,000 31,535,000 32,302,000

４　１年内償還予定　
社債

 300,000 300,000 300,000

５　１年内返済予定　
長期借入金

※２ 468,992 3,608,992 845,992

６　未払法人税等 1,482,365 1,682,637 2,116,311

７　その他 ※５ 1,395,615 1,844,736 1,500,745

流動負債合計 43,373,229 52.7 50,278,888 54.6 50,531,152 54.7

Ⅱ　固定負債

１　社債  2,700,000 2,400,000 2,550,000

２　長期借入金
※２
※３

6,304,690 5,821,698 7,383,194

３　退職給付引当金 327,227 333,322 331,506

４　役員退職引当金 592,200 623,900 607,100

５　その他 9,523 8,948 8,902

固定負債合計 9,933,640 12.0 9,187,868 10.0 10,880,702 11.8

負債合計 53,306,870 64.7 59,466,756 64.6 61,411,854 66.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,130,500 1.4 ― ― 1,130,500 1.2

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 872,668 ― 872,668

資本剰余金合計 872,668 1.1 ― ― 872,668 0.9

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 172,212 ― 172,212

２　任意積立金 3,009,712 ― 3,009,712

３　中間（当期）　　
未処分利益

23,623,887 ― 25,534,877

利益剰余金合計 26,805,811 32.5 ― ― 28,716,801 31.1

Ⅳ　その他有価証券　　
評価差額金

246,634 0.3 ― ― 255,085 0.3

Ⅴ　自己株式 △474 △0.0 ― ― △595 △0.0

資本合計 29,055,139 35.3 ― ― 30,974,460 33.5

負債・資本合計 82,362,009 100.0 ― ― 92,386,315 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年４月30日）

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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 ― ― 1,130,500 1.2 ― ―

２　資本剰余金

　　資本準備金 ― 872,668 ―

資本剰余金合計 ― ― 872,668 1.0 ― ―

３　利益剰余金

(1）利益準備金 ― 172,212 ―

(2）その他の利益準
備金

特別償却準備金 ― 4,158 ―

別途積立金 ― 3,000,000 ―

繰越利益剰余金 ― 27,215,613 ―

利益剰余金合計 ― ― 30,391,983 33.0 ― ―

４　自己株式 ― ― △595 △0.0 ― ―

株主資本合計 ― ― 32,394,556 35.2 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　　その他有価証券
評価差額金

― ― 206,598 0.2 ― ―

評価・換算差額等
合計

― ― 206,598 0.2 ― ―

純資産合計 ― ― 32,601,155 35.4 ― ―

負債純資産合計 ― ― 92,067,911 100.0 ― ―
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 47,774,214 100.0 52,606,219 100.0 104,737,625 100.0

Ⅱ　売上原価 39,841,355 83.4 43,860,498 83.4 87,374,905 83.4

売上総利益 7,932,859 16.6 8,745,721 16.6 17,362,720 16.6

Ⅲ　販売費及び一般　　
管理費

4,362,895 9.1 4,601,284 8.7 8,998,019 8.6

営業利益 3,569,963 7.5 4,144,436 7.9 8,364,700 8.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 41,268 0.1 59,971 0.1 79,207 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 296,240 0.6 290,237 0.6 601,694 0.6

経常利益 3,314,990 7.0 3,914,170 7.4 7,842,213 7.5

税引前中間　　
（当期）純利益

3,314,990 7.0 3,914,170 7.4 7,842,213 7.5

法人税、住民税　
及び事業税

1,435,796 1,651,472 3,452,457

法人税等調整額 △17,541 1,418,254 3.0 △39,593 1,611,879 3.0 △45,080 3,407,376 3.3

中間（当期）　　
純利益

1,896,735 4.0 2,302,291 4.4 4,434,837 4.2

前期繰越利益 21,727,151 ― 21,727,151

中間配当額 ― ― 627,110

中間（当期）　　
未処分利益

23,623,887 ― 25,534,877
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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５月１日　至平成18年10月31日）   　　

(単位：千円)　　　　

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年４月30日 残高 1,130,500 872,668 872,668 172,212 9,712 3,000,000 25,534,877 28,716,801 △595 30,719,374

中間会計期間中の変動額

　特別償却準備金の取崩

　（注１）
    △5,554  5,554 ―  ―

　剰余金の配当　（注２）       △627,109 △627,109  △627,109

中間純利益       2,302,291 2,302,291  2,302,291

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 ― ― ― ― △5,554 ― 1,680,735 1,675,181 ― 1,675,181

平成18年10月31日 残高 1,130,500 872,668 872,668 172,212 4,158 3,000,000 27,215,613 30,391,983 △595 32,394,556

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年４月30日 残高 255,085 255,085 30,974,460

中間会計期間中の変動額    

　特別償却準備金の取崩

 （注１）
  ―

剰余金の配当　（注２）   △627,109

中間純利益   2,302,291

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△48,486 △48,486 △48,486

中間会計期間中の変動額 合計 △48,486 △48,486 1,626,694

平成18年10月31日 残高 206,598 206,598 32,601,155

（注１）　平成18年７月の定時株主総会における利益処分による取崩額3,702千円及び当中間会計期間の中間決算手続

きによる取崩額1,851千円であります。

（注２）　平成18年７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５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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
移動平均法による原価法

(1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

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
中間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）

その他有価証券
時価のあるもの
中間期末日の市場価格等に
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）

その他有価証券
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
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
販売用不動産、仕掛販売用不動
産及び未成工事支出金
個別法による原価法

貯蔵品
最終仕入原価法による原価法

(3）たな卸資産
同左

(3）たな卸資産
同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産
　定率法によっております。
　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）及び「江の島アイランドス
パ」で使用している資産について
は、定額法によっております。 
　なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

(1）有形固定資産
　定率法によっております。
　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）及び「江の島アイランドス
パ」の構築物、機械装置及び器具
備品については、定額法によって
おります。
　なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

(1）有形固定資産
　定率法によっております。
　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）及び「江の島アイランドス
パ」の機械装置及び器具備品につ
いては、定額法によっておりま
す。 
　なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

建物 ３年～50年  建物 ３年～50年  建物 ３年～50年

(2）無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、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（５年）による定額
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）長期前払費用
　定額法によっております。

(3）長期前払費用
同左

(3）長期前払費用
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。

(1）貸倒引当金
同左

(1）貸倒引当金
同左

(2）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
度の発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（３年）
の定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費用
処理することとしております。ま
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（３年）による定額法
により費用処理することとしてお
ります。

(2）退職給付引当金
同左

(2）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
度の発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（３年）
の定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌事業年度から費用
処理することとしております。ま
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（３年）による定額法
により費用処理することとしてお
ります。

(3）役員退職引当金
　役員退職慰労金の支給に備える
ため、役員退職慰労金規程に基づ
く中間会計期間末要支給額を計上
しております。

(3）役員退職引当金
同左

(3）役員退職引当金
　役員退職慰労金の支給に備える
ため、役員退職慰労金規程に基づ
く期末要支給額を計上しておりま
す。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっておりま
す。なお、金利スワップについて
は特例処理の要件を満たしている
場合は特例処理を採用しておりま
す。

(1）ヘッジ会計の方法
同左

(1）ヘッジ会計の方法
同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）

金利スワップ
 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ対象）
借入金の利息
 

（ヘッジ対象）
同左

（ヘッジ対象）
同左

(3）ヘッジ方針
　リスク管理に関する内部規程に
基づき、金利変動リスクをヘッジ
しております。

(3）ヘッジ方針
同左

(3）ヘッジ方針
同左

(4）ヘッジの有効性の評価方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時
点までの期間において、ヘッジ対
象とヘッジ手段の相場変動の累計
を比較し、両者の相場変動額等を
基礎にして判断しております。金
利スワップについては、特例処理
の要件を満たしている場合は、決
算日における有効性の評価を省略
しております。

(4）ヘッジの有効性の評価方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時
点までの期間において、ヘッジ対
象とヘッジ手段の相場変動の累計
を比較し、両者の相場変動額等を
基礎にして判断しております。な
お、特例処理の要件を満たしてい
る場合は、決算日における有効性
の評価を省略しております。

(4）ヘッジの有効性の評価方法
同左

６　その他財務諸表作成のため
の重要な事項

(1)消費税及び地方消費税の会計処
理
①税抜方式によっております。

(1)消費税及び地方消費税の会計処
理

同左

(1)消費税及び地方消費税の会計処
理

同左

②控除対象外消費税等は、固定資産
に係るものは投資その他の資産の
「その他」に計上し５年間で均等
償却を行っており、それ以外は発
生年度の期間費用としております。
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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の変更 

前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

（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。これによる損益に与える影響は

ありません。

──────── （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。これによる損益に与える影響はあり

ません。

──────── （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32,601,155千円であります。

　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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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10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,412,158千円 1,523,256千円 1,371,750千円

※２　担保に供している資産及びこれに対す

る債務は次のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対す

る債務は次のとおりであります。

※２　担保に供している資産及びこれに対す

る債務は次のとおりであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物 4,030,741千円

構築物 235,275

土地 1,756,138

計 6,022,156

建物 3,911,039千円

構築物 650,358

土地 1,594,987

計 6,156,385

建物 3,967,443千円

構築物 660,563

土地 1,594,987

計 6,222,994

　上記のほか、担保権の設定が留保され

ている販売用不動産（建物)が293,425千

円、販売用不動産（土地）が771,511千円

及び仕掛販売用不動産（土地）が

2,590,301千円あります。

　上記のほか、担保権の設定が留保され

ている販売用不動産（建物)が104,659千

円、販売用不動産（土地）が175,680千円

及び仕掛販売用不動産（土地）が

3,712,772千円あります。

　上記のほか、担保権の設定が留保され

ている販売用不動産（建物）が430,920千

円、販売用不動産（土地）が699,656千円、

仕掛販売用不動産（土地）が2,541,923千

円あります。

(2）上記に対する債務額 (2）上記に対する債務額 (2）上記に対する債務額

短期借入金 2,832,000千円

１年内返済予定長期

借入金
468,992

長期借入金 3,304,690

計 6,605,682

短期借入金 1,229,000千円

１年内返済予定長期

借入金
608,992

長期借入金 5,167,698

計 7,005,690

短期借入金 1,217,000千円

１年内返済予定長期

借入金
845,992

長期借入金 4,383,194

計 6,446,186

  (3）上記のほか、取引銀行3行との当座貸越

契約及び貸出コミットメントライン契約

による短期借入金残高が19,244,000千円

あり、当該借入により取得した、たな卸

資産17,195,776千円を当該借入債務の履

行が完了するまで、第三者に対する借入

等の債務のために担保提供を行わないと

する担保制限条項が付されております。

  (3）上記のほか、取引銀行との貸出コミッ

トメントライン契約により借入れた資金

で取得した、販売用不動産（土地）

3,576,247千円、仕掛販売用不動産（土

地）17,740,613千円については、当該借

入債務の履行が完了するまで、第三者に

対する借入等の債務のために担保提供を

行わないとする担保制限条項が付されて

おります。

当該資産に対する債務額は、短期借入金

が22,173,000千円、長期借入金が354,000

千円であります。

 (3）上記のほか、取引銀行との貸出コミット

メントライン契約により借入れた資金で

取得した、販売用不動産（土地）

3,900,198千円、仕掛販売用不動産（土

地）17,767,925千円については、当該借

入債務の履行が完了するまで、第三者に

対する借入等の債務のために担保提供を

行わないとする担保制限条項が付されて

おります。

当該資産に対する債務額は短期借入金

20,996,000千円であります。

※３　借入金に関し、取引銀行3行と当座貸越

契約及び貸出コミットメントライン契約

26,000,000千円を締結しております。当

中間期末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントライン契約に係る借入未

実行残高は次のとおりであります。

 

※３　借入金に関し、取引銀行3行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。当期末における貸出コミットメン

トライン契約に係る借入未実行残高は次

のとおりであります。 

※３　

同左

当座貸越契約及び
貸出コミットメント
ライン契約

26,000,000千円

借入実行残高 19,244,000

借入未実行残高 6,756,000

貸出コミットメント
ライン契約

35,000,000千円

借入実行残高 29,041,000

借入未実行残高 5,959,000

貸出コミットメント
ライン契約

33,000,000千円

借入実行残高 27,974,000

借入未実行残高 5,026,000
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前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30日）

　４　保証債務 　４　保証債務 　４　保証債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っておりま

す。

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っておりま

す。

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し、債務保証を行っておりま

す。

パラダイスリゾート
㈱

1,856,000千円

  

パラダイスリゾート
㈱

3,246,870千円

  

パラダイスリゾート
㈱

1,856,900千円

  

※５　消費税等の取扱い ※５　消費税等の取扱い ※５　─────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動資産の「その他」に含めてお

ります。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債の「その他」に含めてお

ります。

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30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

受取利息 22,912千円 受取利息 31,088千円 受取利息 50,204千円

※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 177,074千円 支払利息 174,763千円 支払利息 329,527千円

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 161,405千円

無形固定資産 17,214千円

有形固定資産 170,697千円

無形固定資産 21,486千円

有形固定資産 333,643千円

無形固定資産 34,521千円

（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５月１日　至　平成18年10月31日）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株） 

 
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

 普通株式 524 ― ― 524

 　　　　合計 524 ― ― 524
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(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

工具器
具及び
備品

 機械装
置

 
合計

取得価額相当
額 22,044

 
187,223

 
209,267

千円

減価償却累計
額相当額 10,784

 
33,664

 
44,448

中間期末残高
相当額 11,259

 
153,559

 
164,818

工具器
具及び
備品

 機械装
置

 
合計

取得価額相当
額 21,159

 
206,854

 
228,013

千円

減価償却累計
額相当額 14,456

 
61,328

 
75,784

中間期末残高
相当額 6,703

 
145,526

 
152,229

工具器
具及び
備品

 機械装
置

 
合計

取得価額相当
額 22,044

 
199,306

 
221,350

千円

減価償却累計
額相当額 12,989

 
46,778

 
59,767

中間期末残高
相当額 9,054

 
152,527

 
161,582

なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 29,656千円

１年超 135,161

合計 164,818

１年内 33,466千円

１年超 118,762

合計 152,229

１年内 32,250千円

１年超 129,332

合計 161,582

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15,258千円

減価償却費相当額 15,258

支払リース料 16,754千円

減価償却費相当額 16,754

支払リース料 30,577千円

減価償却費相当額 30,577

(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 (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 同左

②　有価証券

（前中間会計期間末）（平成17年10月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間末）（平成18年10月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度末）（平成18年４月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年５月１日

至　平成17年10月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

（自　平成17年５月１日

至　平成18年４月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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