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（百万円未満切捨て） 
１．１９年３月期の業績（平成１８年３月２１日～平成１９年３月２０日） 
(1)経営成績                                  （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 
１９年３月期 
１８年３月期 

14,896（ △8.2） 
16,229（  －  ） 

△463（－） 
△431（－） 

△440（－） 
△457（－） 

△446（－） 
△385（－） 

 

 
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        

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
１９年３月期 
１８年３月期 

△29 73 
△25 74 

－ －  
－ －  

△10.0 
△7.9 

△5.1 
△4.3 

△3.1 
△2.7 

(参考) 持分法投資損益  １９年３月期    －百万円  １８年３月期    －百万円 
 
(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 
１９年３月期 
１８年３月期 

7,714 
9,424 

4,234 
4,680 

54.9 
49.7 

282 01 
311 77 

(参考) 自己資本     １９年３月期  4,234百万円  １８年３月期    －百万円 
 
(3)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          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 
１９年３月期 
１８年３月期 

487 
△387 

1,044 
568 

△980 
△708 

1,394 
842 

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 第３ 

四半期末 
期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
１９年３月期 
１８年３月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

0  00 
0 00 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

２０年３月期 
（予想） － － － － 0  00  －  

 
 
３．２０年３月期の業績予想（平成１９年３月２１日～平成２０年３月２０日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1 株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭 

中 間 期 
通    期 

 7,520（△ 5.6） 
15,300（  2.7） 

10（－） 
60（－） 

20（－） 
80（－） 

10（－） 
60（－） 

0 67 
4 00 
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更   有 
② ①以外の変更    無 

(注)詳細は、23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） １９年３月期 15,280,000株 １８年３月期 15,280,000株 
②期末自己株式数  １９年３月期 264,800株 １８年３月期 266,800株 

 (注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37 ページ「１株当たり情報」をご覧
ください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり

ます。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ

「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 
 ①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、雇用・所得の改善に支えられ、個人消費は回復傾向を示し、企業の設備投資も
増加基調を保つなど、引き続き緩やかな安定成長を維持して推移いたしました。 
 当業界におきましては、ショッピングセンターなどの大型の複合商業施設の新規出店が数多く続き、また、
首都圏の百貨店の改装も増加するなど、内装工事の需要は堅調に推移いたしました。しかしながら、依然とし
て受注競争は厳しく、原材料価格の値上がりなど、採算の低い案件も多く、厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況のもと、当社は、エンタテインメント分野の受注拡大を図るとともに、専業工事部門の強化、
総合工事部門の抜本的な改革、情報通信業務の安定収益確保、ルールの徹底を方針として、「物造り」を基本
に、制作基盤を強化し、収益の改善を図ってまいりました。 
 しかしながら、専業工事業務の売上・利益は計画どおり堅調に推移いたしましたが、総合工事業務の改革が
充分でなく、不採算工事も発生したことから、計画どおりに収益の改善は進みませんでした。 
一方、財務面では、未使用の固定資産を売却し、売却益を特別利益に計上するとともに、借入金を圧縮し、

支払利息の削減を図りました。 
この結果、当期の売上高は14,896百万円(前年同期比8.2％減)、経常損失440百万円(前年同期は457百万円の

損失)、当期純損失446百万円(前年同期は385百万円の損失)となりました。 
 
業務別の営業概況は次のとおりであります。 
 

（専業工事業務） 
専業工事業務におきましては、百貨店の改装の増加などに対応し、組織力の強化を図り、受注拡大に努めて

まいりました。 
この結果、専業工事業務の売上高は4,912百万円（前年同期比8.9％増）となりました。 

 
（総合工事業務） 

総合工事業務におきましては、制作重視の体制と収益の確保、エンタテインメント分野の受注拡大に努めて
まいりましたが、受注競争の激化及び低採算案件の回避による受注減少などにより、計画を下回りました。 
この結果、総合工事業務の売上高は7,387百万円（前年同期比17.9％減）となりました。 

 
（情報通信業務） 

情報通信業務におきましては、直営店舗の改装、携帯電話番号ポータビリティ制度への対応など顧客満足度
の向上に努めてまいりました。 
この結果、情報通信業務の売上高は2,495百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

 
（不動産業務） 

不動産業務におきましては、不動産の賃貸収入が主であり、不動産業務の売上高は102百万円（前年同期比
30.6％減）となりました。 

 
   ②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、米国景気の先行き不透明感はぬぐえず、円高の懸念などが残るものの、世界
経済は強い成長が続いており、日本の景気回復は軌道に乗り、継続していくものと予測されます。 

  当業界におきましては、ショッピングセンターの新設、百貨店の改装などは続くと見込まれるものの、原材
料価格の値上がり、人手不足による工賃アップ、受注競争の激化など厳しい経営環境は続くと思われます。 
このような状況のもと、当社は、第34期の反省を踏まえ、第35期は、案件ごとの採算管理を更に徹底し、見

積りの精度アップ、工程管理の徹底、原価の低減に取り組み、全社一丸となり、収益の改善を図ってまいりま
す。 
次期(第35期)の業績の見通しにつきましては、売上高15,300百万円（当期比2.7％増）、営業利益60百万円

（当期は463百万円の損失）、経常利益80百万円（当期は440百万円の損失）、当期純利益60百万円（当期は
446百万円の損失）を見込んでおります。 

 
 
 

(注)上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は今後様々な要因により予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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(2）財政状態に関する分析 
①キャッシュ・フローの状況 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。)は、税引前当期純損失の計上があったもの

の、売上債権の減少や、有形固定資産の売却があったこと等により、前事業年度に比べ552百万円増加し、当事
業年度末には1,394百万円となりました。 

当事業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） 
営業活動の結果得られた資金は487百万円となりました。 
これは主に、税引前当期純損失が426百万円及び、仕入債務の減少額が176百万円があったものの、売上債権

の減少額が1,149百万円あったこと等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） 

投資活動の結果得られた資金は1,044百万円となりました。 
これは主に、有形固定資産の売却による収入が1,059百万円あったこと等によるものです 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は980百万円となりました。 
これは主に、借入の返済額が借入額より920百万円上回ったこと等によるものです。 
 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 第32期 第33期 第34期 
 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
自己資本比率（％） 42.7 49.7 54.9 
時価ベースの自己資本比率（％） 56.4 70.1 38.1 
債務償還年数（年） 3.8 － 0.6 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ 7.4 － 25.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 ※いずれの指標も財務数値により算出しております。 
※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されてい
る負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。なお、平成18年３月期は営業キャッ
シュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりま
せん。 

 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを基本としたうえで、

配当性向と企業体質の強化及び内部留保の充実を勘案して決定することを基本方針としております。 
内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための研究・開発・人材育成及び財務体質の

改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。 
当期は、誠に遺憾ながら当期純損失の計上を余儀なくされました。 
当期の配当につきましては、平成19年５月８日開催の取締役会において、無配とする決議をさせていただきま

した。また、次期の配当につきましても、無配を予定しております。 
 

(4）事業等のリスク 
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、記載した 
事項における将来に関する事項は当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

①受注について 
当社は、飲食業向けの店舗内装工事の売上高比率が高く、個人消費の伸び縮みなどにより、飲食業の新規 
出店、設備投資が増加・減少する影響を受ける可能性があります。 
 
②経営成績について 
当社の業務別概況において、総合工事業務が売上の伸び悩みなどにより営業損失を計上しております。 

当社は、総合工事業務の利益改善が最重要課題と認識しており、様々な改善施策を実施しておりますが、
その進展状況により当社の経営成績に影響を与える場合があります。 
 
③法的規制等について 
当社は、店舗内装の請負工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、消防法などの建設関連の

法的規制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、営業停止などの制限がなされて、当社
の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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④施工物件の品質・安全性及び事故について 
当社は、施工物件・製品など、製造物の品質・安全性に充分な配慮をいたしておりますが、完工物件にお

ける瑕疵の発生、瑕疵を原因とする事故の発生、また、工事作業中における労働災害事故などが起きる可能
性を否定できません。このような瑕疵、事故が発生した場合、損害賠償等により経営成績に影響を及ぼす可
能性があります。 
 

２．企業集団の状況 
   当社は、親会社となるセガサミーホールディングス株式会社（当社の議決権所有割合の51.38％を保有）を中

心とした企業グループに属しております。 
セガサミーホールディングス株式会社は「総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループ

の経営管理及びそれに附帯する業務」を主な事業内容とし「世界的な総合エンタテインメント企業」としてプレ
ゼンス確立を目指しております。 
グループの主な会社として、株式会社セガは「アミューズメント機器の開発・製造・販売」「アミューズメン

ト施設運営」「コンシューマソフトの開発・製造・販売」を主な事業内容とし、サミー株式会社は「パチスロ遊
技機・パチンコ遊技機・周辺機器」の開発・製造・販売を主な事業内容とし、国内外で事業活動を展開しており
ます。 
当社は、「ディスプレイ、商業施設、文化施設、建築等の企画・設計・監理及び施工」を主な事業内容として

おり、セガサミーグループにおける「その他事業」の中に位置付けられております。 
事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注）当社は、子会社を有しておりません。 
 
関係会社の状況は次のとおりであります。 

（1）親会社 

名 称 住 所 資 本 金 主要な事業内容 
議 決 権 の 
被所有割合 

関 係 内 容 

セガサミーホールディ
ングス株式会社 

東京都港区 29,953百万円 

総合エンタテインメ
ント企業グループの
持株会社として、グ
ループの経営管理及
びそれに附帯する業
務 

 
51.38％ 

 
役員の兼任 

（注）１．有価証券報告書提出会社であります。 
２．資本金は、平成19年３月31日現在であります。 

 
（2）関連会社 

    該当事項はありません。 

 
 
 

得意先・ユーザー・遊技場 

親会社  セガサミーホールディングス株式会社 

及びグループ各社 

当                    社 

アミューズメント機器、パチスロ・パチンコ遊技機等の 

開発・製造・販売 

商業施設等の企画・設計・施工・監理、情報通信機器の販売 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

当社は、平成19年3月期より『私たちは、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し、社会に貢献い
たします』を新たな経営理念といたしました。総合エンタテインメント企業グループの一員として、子供から高
齢者まであらゆる世代にエンタテインメントがもたらす感動と喜びを、店舗・施設を造ることを通して表現し、
お客様に快適な空間を提供することが、私たちの目指すものであります。 
また、経営の指針として、「人を大切にする経営」「豊かな価値を創造する経営」「人社一体で目標を追求す

る経営」を実践してまいります。 
 

(2）目標とする経営指標 
当社は、株主価値の増大に向け、収益性を高める経営指標として、売上高営業利益率３％以上、売上総利益率

16％以上を中長期的な目標としております。 
 

(3）中長期的な会社の経営戦略 
当社は、平成19年3月期を「新生日商インターライフのスタート元年」と位置付け、「物造りの会社」を基本

とし、制作基盤強化を図りながら筋肉体質への転換を行っております。 
また、セガサミーグループに関連するアミューズメント・パチスロ・パチンコ施設の店舗内装工事の受注とい

うエンタテインメント分野を中心とした事業領域の拡大を図り、グループシナジーを発揮できる体制を構築する
とともに、収益力のアップ、利益の確保に努めてまいります。 
 

(4）会社の対処すべき課題 
当社は営業力の強化と原価管理の徹底を最重要課題として認識し、お客様へ店舗開発の優良な情報を提供する

とともに、業務の効率化・合理化により経費削減を一層進めて、原価・在庫・債権・与信などの管理を徹底し、
キャッシュ・フローの改善を目指してまいります。 
専業工事業務においては、人材の確保と育成による営業基盤の強化、総合工事業務においては、セガサミーグ

ループ企業とのネットワーク強化、新台展示会・イベントなどのプロモーション事業の拡大、商業系デベロッ
パーとの関係強化などを実行してまいります。また、情報通信業務においては、携帯電話販売の拠点再構築、
コーポレート業務では、内部統制システムの構築を通じた業務改善を推し進めるなど、全社一丸となり、収益の
改善を図ってまいります。 

 
(5）内部管理体制の整備・運用状況 
（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状
況） 
・ 当社の組織は、事業統括本部とコーポレート本部により構成され、ライン部門とスタッフ部門を明確にし、

内部牽制組織の確立を図っております。 
・ 当社では、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権限と責任により業務を遂

行しております。 
・ 適切な情報開示を行うべく、広報・ＩＲ活動を充実させ、情報開示の早期化と充実化を図っており、会社説

明会の開催・四半期業績の開示・ホームページの充実に努めております。 
 

(内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況) 
・ 平成20年３月期より、総合事業本部をＳＳＧ事業部、商業施設事業部、制作推進部の体制として、営業と制

作部門の一体的な対応を図り、生産性アップを目指しております。 
・ 内部統制システム整備の基本方針を決定し、内部統制報告書の作成に向けたプロジェクトを推進しておりま

す。 
・ 下請法の勉強会などにより、適正な取引の理解を図っております。 
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４．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 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   842,419   1,394,375  

２．受取手形   672,013   498,773  

３．完成工事未収入金   3,420,856   2,411,513  

４．不動産事業未収入金   7,260   6,702  

５．売掛金   231,927   260,429  

６．商品   210,206   184,207  

７．販売用不動産   133,200   133,200  

８．原材料   16,686   2,493  

９．未成工事支出金   680,730   732,818  

10．貯蔵品   2,513   1,573  

11．前渡金   28,581   ―  

12．前払費用   18,120   3,595  

13．その他   17,207   25,135  

14．貸倒引当金   △  1,732   △  1,270  

流動資産合計   6,279,991 66.6  5,653,545 73.3 
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前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  1,271,840   990,411   

減価償却累計額  648,533 623,307  526,053 464,358  

２．構築物  2,964   594   

減価償却累計額  2,178 786  135 458  

３．機械及び装置  17,899   17,899   

減価償却累計額  15,854 2,044  16,144 1,754  

４．車両運搬具  3,002   ―   

減価償却累計額  2,852 150  ― ―  

５．工具・器具・備品  70,256   42,790   

減価償却累計額  54,772 15,483  25,200 17,590  

６．土地   1,150,756   328,302  

有形固定資産合計   1,792,529 19.0  812,463 10.5 

(2）無形固定資産        

１．借地権   464,600   464,600  

２．ソフトウェア   4,890   1,707  

３．電話加入権   14,573   14,573  

無形固定資産合計   484,064 5.2  480,881 6.2 
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前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   534,130   523,155  

２．出資金   140   140  

３．長期貸付金   6,255   3,999  

４．従業員長期貸付金   9,001   3,334  

５．破産債権、再生債
権、更生債権その他
これらに準ずる債権 

  441,783   455,942  

６．長期前払費用   45,124   3,694  

７．敷金保証金   223,933   214,102  

８．会員権   62,800   61,800  

９．貸倒引当金   △ 455,739   △ 498,155  

投資その他の資産合計   867,430 9.2  768,013 10.0 

固定資産合計   3,144,023 33.4  2,061,358 26.7 

資産合計   9,424,015 100.0  7,714,904 100.0 
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前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 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   1,145,275   1,104,536  

２．工事未払金   1,383,983   1,196,917  

３．不動産事業未払金   91   38  

４．買掛金   192,860   228,044  

５．短期借入金   600,000   ―  

６．１年以内返済予定長期
借入金 

  320,000   160,000  

７．１年以内償還予定社債   50,000   25,000  

８．未払金   266,892   236,816  

９．未払費用   132,007   107,263  

10．未払法人税等   23,047   26,052  

11．未払消費税等   24,035   28,062  

12．前受金   12,949   14,244  

13．未成工事受入金   42,366   38,186  

14．預り金   7,085   6,911  

15．賞与引当金   66,735   65,853  

16．完成工事補償引当金   2,700   8,126  

17．その他   26,798   1,788  

流動負債合計   4,296,828 45.6  3,247,844 42.1 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   25,000   ―  

２．長期借入金   260,000   100,000  

３．長期未払金   7,324   4,867  

４．繰延税金負債   2,175   1,632  

５．役員退職慰労引当金   43,075   26,013  

６．執行役員退職慰労引当
金   31,556   19,545  

７．退職給付引当金   22,019   8,956  

８．リース資産減損勘定   ―   35,911  

９．その他   55,394   35,750  

固定負債合計   446,545 4.7  232,676 3.0 

負債合計   4,743,374 50.3  3,480,520 45.1 
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前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  5,018,625 53.3  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

(1）資本準備金  224,261   ―   

資本剰余金合計   224,261 2.4  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金        

(1）当期未処理損失  397,472   ―   

利益剰余金合計   △ 397,472 △ 4.2  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   1,468 0.0  ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※２  △ 166,242 △ 1.8  ― ― 

資本合計   4,680,641 49.7  ― ― 

負債・資本合計   9,424,015 100.0  ― ― 
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前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 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   ― ―  5,018,625 65.0 

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  ―   224,261   

資本剰余金合計   ― ―  224,261 2.9 

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  ―   △844,507   

利益剰余金合計   ― ―  △844,507 △10.9 

４．自己株式   ― ―  △164,996 △ 2.1 

株主資本合計   ― ―  4,233,383 54.9 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金   ― ―  1,000 0.0 

評価・換算差額等合計   ― ―  1,000 0.0 

純資産合計   ― ―  4,234,383 54.9 

負債純資産合計   ― ―  7,714,904 100.0 
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．完成工事高  13,506,555   12,299,766   

２．不動産売上高  147,223   102,054   

３．その他売上高 ※１ 2,575,651 16,229,430 100.0 2,495,052 14,896,873 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．完成工事原価  11,985,796   10,938,516   

２．不動産売上原価  138,417   95,087   

３．その他売上原価  2,153,740 14,277,954 88.0 2,081,909 13,115,514 88.0 

売上総利益        

完成工事総利益  1,520,758   1,361,250   

不動産売上総利益  8,806   6,966   

その他売上総利益  421,911 1,951,476 12.0 413,142 1,781,359 12.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  76,887   59,481   

２．従業員給与手当  1,207,331   1,123,372   

３．賞与引当金繰入額  66,735   65,853   

４．役員退職慰労引当金繰
入額 

 9,054   3,707   

５．執行役員退職慰労引当
金繰入額  3,592   2,890   

６．退職給付費用  46,221   53,311   

７．法定福利費  146,625   137,438   

８．福利厚生費  9,969   9,515   

９．修繕維持費  19,532   14,953   

10．事務用品費  29,481   25,001   

11．旅費交通費  79,566   61,139   

12．通信費  34,314   34,946   

13．水道光熱費  19,454   18,648   

14．広告宣伝費  34,196   22,052   

15．貸倒引当金繰入額  ―   50,176   

16．交際費  25,217   26,311   

17．地代家賃  150,467   150,812   
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前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 

18．賃借料  81,162   67,496   

19．減価償却費  54,792   47,616   

20．租税公課  45,483   38,386   

21．支払手数料  43,517   32,126   

22．保険料  20,093   18,799   

23．雑費  179,494 2,383,193 14.7 180,706 2,244,744 15.1 

営業損失   431,717 △ 2.7  463,385 △ 3.1 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  5,574   1,871   

２．受取配当金  4,447   7,418   

３．受取手数料  ―   8,327   

４．保険金収入  7,739   879   

５．雑収入  34,428 52,190 0.3 31,659 50,156 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  51,321   19,306   

２．社債利息  461   256   

３．雑損失  26,285 78,068 0.4 7,737 27,300 0.2 

経常損失   457,595 △ 2.8  440,529 △ 3.0 

Ⅵ 特別利益        

１．預り金精算差額  26,463   ―   

２．投資有価証券売却益  91,396   ―   

３．固定資産売却益 ※２ ―   101,420   

４．貸倒引当金戻入益  41,420   5,200   

５．建物等移転補償金受入
益 

 29,728   ―   

６．役員退職慰労引当金戻
入益 

 40,021   14,721   

７．執行役員退職慰労引当
金戻入益  4,193   11,437   

８．その他特別利益  3,813 237,038 1.4 1,761 134,541 0.9 
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前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ ―   11,101   

２．固定資産除却損 ※４ 3,803   6,901   

３．投資有価証券売却損  2,774   ―   

４．投資有価証券評価損  24,053   11,232   

５．減損損失 ※５ 54,737   40,398   

６．和解金等  47,247   ―   

７．保険解約損  10,045   ―   

８．長期前払費用償却  ―   33,258   

９．その他特別損失  6,024 148,687 0.9 17,937 120,829 0.8 

税引前当期純損失   369,244 △ 2.3  426,817 △ 2.9 

法人税、住民税及び事
業税 

  16,653 0.1  19,652 0.1 

当期純損失   385,898 △ 2.4  446,470 △ 3.0 

自己株式処分差損   11,574   ―  

当期未処理損失   397,472   ―  

        
 



 

 

㈱日商インターライフ（1986）平成19年３月期決算短信（非連結） 

－  － 16 

(3) 損失処理計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年６月14日） 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円）  

Ⅰ．当期未処理損失   397,472   

Ⅱ．次期繰越損失   397,472   

      
 

(4) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20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 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20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172 

事業年度中の変動額        

当期純利益    △446,470 △446,470  △446,470 

自己株式の処分    △  564 △  564 1,246 682 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

      － 

事業年度中の変動額合計（千円） － － － △447,034 △447,034 1,246 △445,788 

平成19年３月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383 
           
 

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20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641 

事業年度中の変動額    

当期純利益   △446,470 

自己株式の処分   682 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） △468 △468 △468 

事業年度中の変動額合計（千円） △468 △468 △446,257 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383 
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(5) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー    

税引前当期純損失  △ 369,244 △ 426,817 

減価償却費  60,886 48,568 

減損損失  54,737 40,398 

貸倒引当金の増減額  △ 386,841 41,954 

役員退職慰労引当金増
減額  △  90,006 △  17,062 

執行役員退職慰労引当
金増減額  9,732 △  12,011 

賞与引当金の増減額  △  4,007 △   882 

受取利息及び受取配当
金 

 △  10,022 △  9,289 

支払利息  51,321 19,306 

固定資産売却益  ― △ 101,420 

固定資産売却損  ― 11,101 

固定資産除却損  3,803 6,901 

投資有価証券売却益  △  91,396 ― 

投資有価証券売却損  2,774 ― 

投資有価証券評価損  24,053 11,232 

建物等移転補償金受入
益  △  29,728 ― 

保険解約損  10,045 ― 

売上債権の増減額  1,320,541 1,149,112 

たな卸資産の増減額  226,082 △  10,955 

仕入債務の増減額  △ 935,694 △ 176,314 

未払消費税等の増減額  24,035 4,027 

未収消費税等の増減額  47,328 ― 

未払金の増減額  △ 209,298 △  31,623 

その他  △  18,524 △  30,671 

小計  △ 309,421 515,553 

利息及び配当金の受取
額 

 7,184 9,220 

利息の支払額  △  51,293 △  19,200 

法人税等の支払額  △  33,955 △  17,605 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  △ 387,485 487,968 



 

 

㈱日商インターライフ（1986）平成19年３月期決算短信（非連結） 

－  － 18 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー    

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △  10,027 △  29,360 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 20,999 1,059,474 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △  5,010 △  1,245 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 347,943 ― 

貸付けによる支出  △  3,000 ― 

貸付金の回収による収
入  5,176 6,277 

保険積立金の解約によ
る収入  114,420 ― 

建物等移転補償金受入
による収入  93,458 ― 

その他  4,876 9,539 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  568,837 1,044,685 
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前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー    

短期借入れによる収入  2,200,000 2,500,000 

短期借入金の返済によ
る支出  △2,125,000 △3,100,000 

長期借入れによる収入  240,000 ― 

長期借入金の返済によ
る支出  △ 989,009 △ 320,000 

社債の償還による支出  △  50,000 △  50,000 

自己株式の売却による
収入 

 16,418 682 

配当金の支払額  △   504 △   266 

その他  ― △  11,046 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △ 708,094 △ 980,631 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 △ 526,742 552,022 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,368,975 842,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 842,232 1,394,255 
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重要な会計方針 

項  目 
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

その他有価証券 その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 時価のあるもの 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） 

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） 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

(1）商品、原材料 (1）商品、原材料 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 ただし、移動体通信事業に係る商品

については総平均法による原価法 

 

 (2）販売用不動産、未成工事支出金 (2）販売用不動産、未成工事支出金 

 個別法による原価法 同左 

 (3）貯蔵品 (3）貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 

 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 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物      3年～58年 

その他     2年～20年 

 

 (2）無形固定資産及び長期前払費用 (2）無形固定資産及び長期前払費用 

 定額法 同左 

 ただし、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）に基づく定額法 

 

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、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 
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項  目 
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ５．引当金の計上基準 

債権等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。 

同左 

 (2）完成工事補償引当金 (2）完成工事補償引当金 

 商業施設制作業務に係る瑕疵担保の

費用については、当期に至る１年間

の商業施設制作業務完成工事高に対

し、前２事業年度の実績率を基礎に

将来の支払見込を加味して計上して

おります。 

同左 

 (3）賞与引当金 (3）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、支給見込額に基づき

計上しております。 

同左 

 (4）退職給付引当金 (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。 

同左 

 (5）役員退職慰労引当金及び執行役員退

職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行役員退

職慰労引当金 

 役員及び執行役員への退職慰労金支

給に備えるため、内規による必要額

を計上しております。 

同左 
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項  目 
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

６．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 

７．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 

 金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、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…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入利息 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 借入金利の将来の金利変動リスクを

ヘッジする目的にのみ取引を限定す

る方針であります。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の行っている金利スワップ取引

は、その全てが特例処理の要件を満

たしているため、その判定をもって

ヘッジ有効性評価の判定に代えてお

ります。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、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ヶ

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 

消費税の会計処理 消費税の会計処理 ９．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は税抜方式を採

用しております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20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）が平成16年3月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当事業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。これにより税引前当期純損失は54,737千円増加

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。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日企業会計基準適用指針第８号）

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

4,234,383千円であります。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

（貸借対照表） ────── 

 従来、「関係会社株式」で表示しておりました株式会

社シーズンズ・インターナショナル株式は、増資により

議決権の当社所有割合が低下したため、「投資有価証

券」に含めて表示しております。なお、当事業年度の

「投資有価証券」に含まれる当該計上額は20,000千円で

あります。 

 

（損益計算書） （損益計算書） 

 従来、「雑収入」に含めて表示しておりました「保

険金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超え

ることとなったため区分掲記しております。なお、前

事業年度の「雑収入」に含まれている「保険金収入」

は、3,526千円であります。 

 従来、「雑収入」に含めて表示しておりました「受取

手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えるこ

ととなったため区分掲記しております。なお、前事業年

度の「雑収入」に含まれている「受取手数料」の金額

は、6,149千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月20日） 

当事業年度 
（平成19年３月20日） 

  
※１．会社が発行する株式の総数  

普通株式 61,120,000株 

発行済株式の総数  

普通株式 15,280,000株 
  

  
 １．       ──────  

  

  

  
  

※２．自己株式  ２．       ────── 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

266,800株であります。 

 

 ３．配当制限  ３．       ────── 

旧商法施行規則第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

1,468千円であります。 

 

 ４．平成17年６月15日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております。 

 ４．       ────── 

  
資本準備金 71,831千円 

利益準備金 18,973千円 
  

  
  

  
  

 ５．資本の欠損の額は563,714千円であります。  ５．       ────── 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※１．その他売上高の内訳は次のとおりであります。 ※１．その他売上高の内訳は次のとおりであります。 
  

通信事業売上高 2,575,651千円 

計 2,575,651千円 
  

  
通信事業売上高 2,495,052千円

計 2,495,052千円
  

 ２．       ────── ※２．固定資産の売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 13,594千円 

土地 87,826千円 

計 101,420千円 
 

 ３．       ────── ※３．固定資産の売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 7,899千円 

土地 3,201千円 

計 11,101千円 
 

※４．固定資産の除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産の除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 
  

建物 3,075千円 

車両運搬具 416千円 

その他 311千円 

計 3,803千円 
  

  
建物 2,109千円 

その他 4,792千円 

計 6,901千円 
  

※５．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いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円） 

賃貸用
資産 

土地敷地権 
マンション 

東京都文京
区他(８物
件) 

54,737 

当社は、事業の業務別を基礎とし、賃貸用資産につい

ては個々の資産ごとにグルーピングしております。賃貸

用資産は、賃料水準の低下などにより、収益性が低下し

ているため、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（54,737千円）として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、土地17,628千円及び建物

37,109千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを６％で割

り引いて算定しております。 

※５．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いたしました。 

用途 種類 場所 
減損損失 
（千円） 

総合工事
業務 

リース
資産他 

東京都豊島区
他 

40,398 

当社は、事業の業務別を基礎とし、資産のグルーピン

グをしております。総合工事業務については、当初の想

定と比べ収益性が著しく低下し、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスとなっており、かつキャッシュ・

フローの見積総額が事業用資産の帳簿価額を下回るた

め、当該資産グループ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（40,398千円）として特別

損失に計上いたしました。その内訳は、リース資産

35,911千円、建物685千円、工具・器具・備品2,972千

円、ソフトウェア783千円及び長期前払費用46千円であ

ります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローは４.６％

の割引率を想定しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式     

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるもの

であります 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

当事業年度
末残高 
（千円） 

 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 26,000 118,300 － 

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 29,500 105,500 － 

 平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 43,000 172,500 － 

合計 － 494,800 － 98,500 396,300 － 

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが27,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成18年３月20日現在) (平成19年３月20日現在) 
  

 （千円） 

現金及び預金勘定 842,419 

別段預金 △  187 

現金及び現金同等物 842,232 
  

  
 （千円） 

現金及び預金勘定 1,394,375 

別段預金 △120 

現金及び現金同等物 1,394,255 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20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 

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 
  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 13,866 6,523 7,342 

工具・器具・備
品 110,000 58,757 51,243 

合計 123,866 65,280 58,585 
  

  

 

取得価
額相当
額 

（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 

（千円） 

減損損
失累計
額相当
額（千
円） 

期末残
高相当
額 

（千円） 

車両運搬具 10,758 5,774 ― 4,983 

工具・器
具・備品 

102,752 42,694 35,911 24,146 

合計 113,510 48,468 35,911 29,130 
  

（注） 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。 

（注）         同左 

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 
  

１年以内 19,487千円 

１年超 39,098千円 

合計 58,585千円 
  

  
１年以内 21,940千円

１年超 43,101千円

合計 65,042千円

リース資産減損勘定の残高 35,911千円
 

（注） 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。 

（注）         同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 36,904千円 

減価償却費相当額 36,904千円 
  

  
支払リース料 23,033千円

減価償却費相当額 23,033千円

減損損失 35,911千円
 

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 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月20日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 5,482 10,829 5,346 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

小計 5,482 10,829 5,346 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

小計 ― ― ― 

合計 5,482 10,829 5,346 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年３月21日 至平成18年３月20日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

342,450 91,396 2,774 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 522,484 

その他 817 

 （注） 当事業年度において24,053千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期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。 
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当事業年度（平成19年３月20日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

(1）株式 6,191 10,202 4,011 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

小計 6,191 10,202 4,011 

(1）株式 537 284 △252 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

小計 537 284 △252 

合計 6,728 10,487 3,759 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

－ － － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 511,827 

その他 839 

 （注） 当事業年度において11,232千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期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。 
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成17年３月21日 至平成18年３月20日）及び当事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年

３月20日） 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場にお

ける利率変動リスクを回避する目的で利用しております。 

ａ ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しておりま

す。 

ｂ 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…借入利息 

ｃ ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしているた

め、その判定をもってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

③取引に係るリスクの内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社の金利スワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、全て社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行って

おります。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度と厚生年金基金制度を併用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前事業年度 

（平成18年３月20日） 
当事業年度 

（平成19年３月20日） 

(1）退職給付債務（千円） △ 152,131 △ 147,045 

(2）年金資産（千円） 130,111 138,088 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △ 22,019 △ 8,956 

(4）退職給付引当金（千円） △ 22,019 △ 8,956 

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

勤務費用（千円） 46,221 53,311 

 （注） 厚生年金基金に対する掛金拠出金額を含めて記載しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しているため、基礎率等については記載しており

ません。 

 

５．厚生年金基金に関する事項 

 当社は、東京都家具厚生年金基金に加入しております。同基金は、退職給付会計に関する実務指針33項

の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち、当社の掛金拠出割合に基づく前事業年

度末の年金資産残高は1,082,419千円、当事業年度末の年金資産残高は1,047,065千円であります。 
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（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
取締役     9名 
親会社使用人  3名 
従業員    133名 

取締役     7名 
従業員    129名 

取締役     5名 
従業員    139名 

ストック・オプション数 普通株式295,900株 普通株式299,000株 普通株式295,900株 

付与日 平成14年10月４日 平成15年10月１日 平成16年10月６日 

権利確定条件 

付与日（平成14年10月４
日)以降、権利確定日（平
成16年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

付与日（平成15年10月１
日)以降、権利確定日（平
成17年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

付与日（平成16年10月６
日)以降、権利確定日（平
成18年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

対象勤務期間 ２年間（自平成14年10月４
日至平成16年８月21日） 

２年間（自平成15年10月１
日至平成17年８月21日） 

２年間（自平成16年10月１
日至平成17年８月21日） 

権利行使期間 権利確定後３年以内。 権利確定後３年以内。 権利確定後３年以内。 

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － 215,500 

付与  － － － 

失効  － － 29,500 

権利確定  － － 186,000 

未確定残  － － － 

権利確定後 （株）    

前事業年度末  144,300 135,000 － 

権利確定  － － 186,000 

権利行使  － 2,000 － 

失効  26,000 27,500 13,500 

未行使残  118,300 105,500 172,500 
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② 単価情報 

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 454 341 515 

行使時平均株価 （円） － 446 － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 該当事項はありません。 

 

 

４．財務諸表への影響額 

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20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 

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（流動） （千円） 

商品評価損否認額 66,179 

賞与引当金繰入超過額 27,154 

販売用不動産評価損否認額 17,456 

工事物件補修費 8,074 

その他 3,601 

評価性引当金 △ 122,466 

計 － 

繰延税金資産（固定） （千円） 

繰越欠損金 911,694 

貸倒損失否認額 366,114 

投資有価証券評価損否認額 109,572 

貸倒引当金繰入超過額 73,021 

役員退職慰労引当金否認額 17,527 

固定資産評価損否認額 52,719 

退職給付引当金否認額 8,959 

その他 22,313 

評価性引当金 △ 1,561,923 

計 － 

繰延税金負債（固定） （千円） 

その他有価証券評価差額金 △ 2,175 

計 △ 2,175 
  

  
繰延税金資産（流動） （千円） 

商品評価損否認額 56,200 

賞与引当金繰入超過額 26,795 

販売用不動産評価損否認額 17,456 

その他 7,860 

評価性引当金 △108,312 

計 － 

  

繰延税金資産（固定） （千円） 

繰越欠損金 1,058,597 

貸倒損失否認額 366,114 

投資有価証券評価損否認額 114,143 

貸倒引当金繰入超過額 126,964 

役員退職慰労引当金否認額 18,537 

固定資産評価損否認額 16,722 

リース資産減損損失 14,612 

退職給付引当金否認額 2,528 

その他 21,098 

評価性引当金 △1,739,319 

計 － 

繰延税金負債（固定） （千円） 

その他有価証券評価差額金 △ 1,632 

計 △ 1,632 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.69％ 

（調整）  

評価性引当金 △ 52.64％ 

住民税均等割 4.31％ 

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

3.23％ 

その他 △ 0.10％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 4.51％ 
  

  
法定実効税率 40.69％ 

（調整）  

評価性引当金 △ 51.47％ 

住民税均等割 4.21％ 

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

2.71％ 

その他 △ 0.35％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 4.21％ 
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（持分法損益等） 

前事業年度（自平成17年３月21日 至平成18年３月20日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成17年３月21日 至平成18年３月20日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自平成18年３月21日 至平成19年３月20日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

 

（企業結合等） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

  
１株当たり純資産額 311.77円 

１株当たり当期純損失 25.74円 
  

  
１株当たり純資産額 282.01円 

１株当たり当期純損失 29.73円 
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
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。 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
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。 

 
前事業年度 

(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純損失（千円） 385,898 446,470 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 385,898 446,470 

期中平均株式数（千株） 14,994 15,015 

   

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） － － 

普通株式増加額（千株） － － 

（うち新株予約権） － － 

希薄化効果を有していないため、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 

新株予約権３種類（新株予

約権の数4,948個） 

新株予約権３種類（新株予

約権の数3,963個） 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．役員の異動  
 

 

(1）代表者の異動 

該当事項はありません。  

  

(2）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

 

取締役 武田宣夫（現 執行役員 事業統括本部長 兼総合事業本部長） 

取締役 

取締役 

 

長山 隆（現 顧問） 

川連秀彦（現 株式会社サミーデザイン代表取締役社長） 

②退任予定取締役  

取締役 﨑野清文（現 代表取締役会長） 

取締役 

 

片本 通（現 取締役） 

③新任監査役候補  

該当事項はありません。  

            

④退任予定監査役  

該当事項はありません。  

  

(3）就任予定日 

平成19年６月13日 

 

        

                        以 上 

 


