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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。 

(2）連結財政状態 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）
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(1）連結経営成績 （％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 5,218 － 314 － 157 － 189 －

18年３月期 － － － － － － － －

 
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 4.20 4.18 2.5 1.0 6.0

18年３月期 － － － － －

（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 

 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 24,197 9,851 40.6 165.33

18年３月期 － － － －

（参考）自己資本 19年３月期 9,835百万円 18年３月期 －百万円 

 
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 △11,712 △87 11,596 1,815

18年３月期 － － － －

    配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率 

（連結） （基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － 2.00 2.00 75 － －

19年３月期 － 2.00 2.00 119 47.6 1.3

20年３月期（予想） － 2.00 2.00 － 14.9 －

 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 8,500 － 550 － 300 － 285 － 4.79

通期 24,350 366.7 1,700 441.7 1,200 662.3 800 324.3 13.45
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４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項の変更はありません。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

(2）個別財政状態 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

新規  7社 
（有限責任中間法人エイチピーティ・ワン、合同会社エイチピーティ・ワン、合同会社エイチピーティ・エム、 

有限責任中間法人ティオマン、㈲ティオマン、㈲ローランド、 ㈱プラネット投資） 

除外  0社 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 59,487,662株 18年３月期 37,489,026株

② 期末自己株式数 19年３月期 8,524株 18年３月期 7,160株

(1）個別経営成績 （％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 5,171 34.7 310 △41.5 172 △67.4 203 △50.0

18年３月期 3,838 38.3 530 204.8 527 261.2 406 113.5

 
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 

 円 銭 円 銭

19年３月期 4.52 4.50

18年３月期 11.80 11.65

 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 15,533 9,866 63.4 165.57

18年３月期 8,960 5,268 58.8 140.20

（参考）自己資本 19年３月期 9,850百万円 18年３月期 5,268百万円 

 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 4,850 99.2 450 227.9 325 279.0 300 242.3 5.04

通期 16,650 222.0 1,500 282.3 1,250 628.6 850 319.0 14.29

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能なデータに基づき作成したものであります。実際の業績に

つきましては、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。 

上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の３ページをご参照ください。 
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１．経営成績及び財政状態 
（１） 経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、日本銀行のゼロ金利政策の解除に伴う金利上昇不安など、今後とも国内

景気の先行きには注意を要する状況にありますが、輸出・生産とも増加を続けており、高水準の企業収益を受けて

設備投資が引続き増加する中で、雇用情勢も着実な改善を示した結果、個人消費で伸びが鈍化しつつあるものの増

加基調が続くなど、国内民間需要に支えられた景気の回復が見られました。 

 このような経済環境のもと、当社は不動産事業の規模拡大をスピードアップさせるために、当期より開発事業へ

と本格参入することといたしました。そのために必要な資金を第三者割当増資により調達いたしました。この成果

は、次期以降の当社経営成績に成果をもたらす予定であります。 

  当連結会計年度の売上高は5,218百万円（前年同期比－％）、経常利益は157百万円（前年同期比－％）、当期純

利益189百万円（前年同期比－％）となりました。 

 部門別の業績の状況は次のとおりであります。 

 なお、当社は当連結会計年度より東京証券取引所における所属業種が「繊維」から「金融・不動産」へとポスト

移動いたしました。これを機に、当社事業の実情に適うセグメント情報を提供するために、業績状況は不動産関連

事業と生活関連事業とに区分して開示いたしております。 

 当連結会計年度における不動産関連事業の売上高は、4,718百万円となりました。内訳は、販売事業が4,105百万

円、賃貸事業が565百万円（うち流動化事業が150百万円）、その他が48百万円でございます。  

 生活関連事業部の売上高は、500百万円となりました。内訳は、繊維関連が323百万円、セキュリティ関連が109百

万円、保険関連は67百万円でございます。 

 次期の見通しにつきましては、売上高は、不動産関連事業部門が23,850百万円、生活関連事業部門が500百万円

で、連結売上合計は24,350百万円の見通しであります。経常利益は1,200百万円、当期純利益は800百万円を予定い

たしております。 

なお、売上高につきましては、今後組成するＳＰＣの連結の判定によりまして大幅に変動する場合がございます

が、利益見通しへの影響は軽微でございます。  

（２） 財政状態                  

当連結会計年度の総資産は、連結子会社が７社増加したことにより24,197百万円と大幅に増加いたしました。その

 主な内容は、販売用不動産の増加及び販売用不動産信託受益権の増加によるもであります。 

 負債は前年同期比12,183百万円増加の14,346百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加（13,569百円

の増加）によるものであります。また純資産は903百万円増加して9,851百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは一時的にマイナスとなりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローは大幅に増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動における資金は、11,712百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、販売

用不動産の増加にる4,639百万円、販売用不動産信託受益権の増加による4,443百万円、営業出資金の増加による

2,646百万円など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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金は、87百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、有価証券の

取得による支出102百万円、投資事業組合に対する出資による支出100百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金は、11,596百万円を獲得いたしました。その主な要因は、長期借入金

により13,156百万円、新株式の発行により4,445百万円を獲得いたしましたが、短期借入金の返済により5,840百万

円、長期借入金の返済により1,111百万円を使用した結果によるものであります。 
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当社のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。 

 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/総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しています。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。なお営業キャッシュ・フローが一時的

にマイナスとなっておりますので、キャッシュフロー対有利子負債比率は表示しておりません。 

 （注４）有利子負債は連結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全ての負債を対象としていま

す。 

（３） 事業等のリスク 

    事業状況、経理の状況等に関する事項のうち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、以下の記載において将来に関する事項は、この決算短信提出日現在（平成19年5

月15日）において判断したものであります。また、 以下の記載は当社株式への投資に関するリスク全てを網羅

するものではありません。 

①不動産関連事業 

ａ．不動産市況の動向 

     当社グループの業績は順調に推移しておりますが、景気後退や供給過剰等によるビル市場において賃料水準

    の低下や空室率の上昇が起こるケース、また、景気後退やそれに伴う雇用環境等の悪化による住宅市場におい

    て顧客の購買意欲の減退が起こるケース等、不動産市況の動向が当社グループの事業展開、業績等に影響を及

    ぼす可能性があります。 

ｂ．不動産関連法的規制等の制定・改定 

     当社グループは、不動産業者として「宅地建物取引法」に基づく免許を受け事業を行うとともに、不動産

売買、賃貸、管理、開発等の関連の法的規制を受けております。また、ＳＰＣを使用した不動産投資等の一

部では「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」等による規制を受けるなど、業容の拡大によ

り新たな法的規制を受けることになります。 

  今後は、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられるケースには、資産の保有、取得、売却等に係

るコストの増加、またこれらの要因による顧客の購買意欲の低下等により、当社グループの事業展開・業績

が影響を受ける可能性があります。 

ｃ．金利の変動 

     当社グループは、販売用不動産に関する資金について、自己資本のほか金融機関からの借入による安定的な

    資金調達を行っております。その多くは金利を固定化し、金利変動による影響を極力少なくするべく対処をし

    ておりますが、金利が上昇した場合には、当社グループの事業展開・業績に影響を及ぼす可能性があります。

     また、ＳＰＣを通じた投資についてもその配当額はノンリコースローンによるレバレッジが効いております

    が、今後調達する新規ローンについての調達コストが上昇すれば、配当利回りは低下いたします。 

d．情報管理の事故 

     当社グループが保有する個人情報や機密情報の管理保護については、社内体制を整備し厳重に行っておりま

    すし、情報システムの整備活用についてもデータバックアップ確保など安全対策を行っております。 

     しかし、不測の事故による情報漏洩やシステムトラブルが顕在化した場合には、当社グループの信用低下 

    になり、業績や財務況状及び業務処理等に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成19年３月期 

 自己資本比率（％） 40.6 

 時価ベースの自己資本比率（％） 51.8 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.9 
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②生活関連事業 

   ＜繊維事業＞ 

a. 繊維市況の動向 

 撚糸事業は、輸入自由化等により安価な製品が日本市場へ流入しており、また、国内においては原材料の

仕入れ単価の上昇等売上高に影響(減少)を及ぼす可能性があります。 

  また、撚糸加工業者の倒産や廃業により、売掛債権や原材料の回収・現金化が図れなくなることや、事業

の恒常的な赤字状態を解消する目的で事業所等の統廃合を行う可能性があります。 

   ＜セキュリティ事業＞ 

a. セキュリティ事業環境の動向 

 セキュリティ事業環境は、新規参入業者増加に伴う競争激化による受注件数の減少・販売単価の切下げ要

請等による売上高への影響(減少)や、輸入先からの日本国内独占販売契約の条件変更要請や、外注委託先の

技術的未熟から発生する顧客からのクレーム対応等、経費の増加による業績への影響（利益の減少）を及ぼ

す可能性があります。 

b. 関連法的規制等の改正 

 関係法令の改正等による取扱い商品の規格変更等が生じた場合は、廃棄や新商品の仕入れなどコストの増

加や、新たな資格取得の必要が生じた場合は、営業活動に支障を来し、一時的に管理コストの増加など、そ

の必要期間に業績への影響（収益の減少）を及ぼす可能性があります。 

   ＜保険事業＞ 

a. 保険市況の動向 

 保険事業は、現在概ね順調に進捗しておりますが、新商品開発の遅れによる保険成約件数の減少及び解約

の増加や、新規参入業者や保険代理店の増加による競争激化及び保険会社からの代理店契約の解消等により

業績へ影響を及ぼす可能性があります。 

b. 営業担当者教育期間の収益減 

 営業拡大目的や営業担当社員が保険代理店として独立退職した場合における、新規の営業担当社員の採用

には募集期間に加え、約２ヶ月程度の研修期間を要し、一時的に事業損益に影響（収益の低下）を与える可

能性があります。 
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２．企業集団の状況 
当社企業集団は、当社及び当社が保有する不動産物件における特別目的会社（ＳＰＣ）７社で構成され、不動産の

賃貸、売買、開発事業を主な内容とする事業活動を展開しております。 

  なお、特別目的会社はいずれも連結子会社であります。 

（１） 不動産関連事業 

    当社が賃貸事業、売買事業、また、将来の賃貸・売買・流動化を目的とした開発事業を行っております。 

① 不動産賃貸事業  … 事務所用ビル、マンション等の賃貸・運営をしております。 

② 不動産売買事業  … 事務所用ビル、マンション等の売買をしております。 

③ 不動産流動化事業 … 利用価値の低迷した不動産等を取得し、リフォーム・リニューアルの実施、入居率の改

善、キャッシュフローの安定化により高付加商品へ甦らしております。  

④ 不動産開発事業  … 不動産市場や用地等の幅広い情報収集、調査、企画分析を行い、土地を更に価値ある土

地に活用できるよう最良のプランをプロデュースしております。 

また、これらの事業を展開するために匿名組合への出資事業も行っております。 

（２） 生活関連事業 

① 繊維事業   … 絹撚糸・合繊撚糸の加工販売等をしております。 

② セキュリティ事業…建物等侵入防止用ウインドウフィルムの輸入販売・施工等をしております。 

③ 保険関業   … ㈱損保ジャパン及びアメリカンファミリー生命保険商品の販売を行っております。 
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

 

不 動 産 関 連 事 業 

株式会社 上毛 

不動産賃貸 

不動産売買 

不動産流動化 

不動産開発 

 

生 活 関 連 事 業 

（セキュリティ事業） 

防犯フィルム 

浄水器 

（保険事業） 

生命保険販売 

損害保険販売 

賃貸 

販売 

開発 

販売 

代理店 
販売 

販売 

販売 

得

意

先

（繊維事業） 
販売 

出資 

株式会社プラネット投資 

有限責任中間法人ティオマン 

有限会社ティオマン 

有限会社ローランド 

合同会社エイチピーティ・ワン 

合同会社エイチピーティ・エム 

有限責任中間法人エイチピーティ・ワン

絹撚糸 

合繊撚糸 

繊維製品 
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３．経営方針 
（１） 経営基本方針 

  当社グループは、「安心が豊かな暮らしを創る」を経営理念に、「活気あふれる明るい職場、自由活発、協

調ある創造集団」を企業ビジョンとしております。 

この理念及び企業ビジョンをもとに、当社グループは中核事業である不動産関連事業への積極的的な取組みに

より、株主様・取引先をはじめとするステークホルダーの期待にお応えすることを経営の基本方針としており

ます。 

 また、当社グループは経営のあらゆる側面において、基本と正道、法令遵守と企業倫理の向上に徹するとと

もに、当社グループ行動規範に則して行動しております。  

  （２） 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益配分を最重要課題のひとつと考えております。今後は健全な財務体質の維

持・向上を基本としながら、安定的配当を維持するため、利益の蓄積に努めてまいります。 

 また当社は、役員及び従業員に対してストックオプション（新株予約権）を付与しており、スタッフの志気

向上や優秀な人材を確保することが業績向上に寄与し、それが株主様への利益の拡大に繋がるという考えで制

度を導入しております。 

（３） 投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性を高めるため個人株主様の拡大を図るとともに、投資家の皆様方の長期的保有を促進

することが資本政策上の重要課題であると考えております。 

 投資単位につきましては、現在、問題のない範囲と理解いたしますが、引き下げが必要となる株価レベルへ

のアップを意識して、会社業績の向上を目指してまいります。 

（４） 目標とする経営指標  

  当社は、株主投下資本利益率を高めることを最重要経営指標と考えております。より高い収益力を目指し、

平成22年3月期に連結ROEを10％以上にすることを目標として、経営計画を定めてまいります。 

（５） 中長期的な経営戦略 

 当社は、今後は経営資源を不動産の開発を中核とする不動産関連事業に集中し、事業規模の拡大並びに質の

向上を図ることが、中長期的に最も重要な経営戦略と考えております。 

 また、その他生活関連事業の不採算部門の統廃合については、収益性や将来性を考慮しながら、見直しを続

けてまいります。  

 （６） 会社の対処すべき課題   

①「不動産関連事業の拡大」の強化  

  不動産関連事業を取り巻く環境は、地価及び金利動向等の収益性低下の不安定要素はあるものの、企業の業績

回復、個人消費の伸びに加えて国内外の投資意欲も堅調なことから、不動産市場はまだ拡大基調が続くものと予

想されます。 

 このような環境下、当社は今後３年間（第134～136期）の「中長期計画」のもと、不動産関連事業にさらに経

営資源を集中し、首都圏のみならず地方の大都市を中心としたオフィスビルやレジデンシャル等に関わる収益物

件を積極的に取得し、開発を主とした不動産事業の質の向上と拡大を加速させ、より一層の収益力の向上と企業

価値の増大に努めてまいります。 

②「企業の社会的責任」の遂行  

  当社は、「安心が豊かな暮らしを創る」を基本理念としており、社会の発展に寄与する商品及びサービスの提

供はもとより、地球環境に配慮した事業活動や社会貢献活動を推進していきたいと考えております。近年、企業

の果たすべき役割や責任に対する関心が高まる中、当社は、様々なステークホルダーの方々から今まで以上に信

頼される企業を目指して、あらゆる面において、企業の社会的責任（CSR）への取り組みをより一層強化してま

いります。  

③「企業の質を高める人材戦略」の展開  

  当社は、「活気あふれる明るい職場、自由活発・協調のある創造集団」という企業ビジョンのもとに、企業戦

略を支える個人とその集団・組織の質の向上に向け、コアとなる人材育成政策の充実、個人の成果をより反映さ

せた賃金・人事制度の変革、働きがいの持てる就労基盤づくりなど、人材マネージメントの強化に取り組み、業

績向上へ直結する企業の更なる競争力のアップを図ってまいります。 

（７） 関連事業者（親会社等）との関係に関する基本方針   

当社は、不動産開発事業等における特別目的会社（SPC）が連結決算対象となったこと、並びに今季（第134

期）に子会社（㈱北海道上毛）を設立したこと等から、グループの事業に関して法令遵守体制、リスク管理体制

の整備を進めております。 

なお、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前

協議を行うこととしております。 
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４．連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表  

    
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金 ※１   2,107,591   

２．受取手形及び売掛金 ※２   82,759   

３．有価証券     276   

４．たな卸資産     58,543   

５．販売用不動産 ※１   9,105,153   

６．販売用不動産信託受益権 ※１   9,420,000   

７．営業出資金     986,134   

８．前渡金     754,910   

９．その他      239,974   

貸倒引当金     △11,489   

流動資産合計     22,743,850 94.0 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 554,575     

減価償却累計額   139,300 415,274   

(2）機械及び運搬具   78,632     

減価償却累計額   74,275 4,357   

(3）工具器具備品   20,600     

減価償却累計額   10,891 9,709   

(4）土地 
※１ 
※３ 

  171,293   

有形固定資産合計     600,633 2.5 

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア     4,631   

(2）のれん     372,337   

(3）その他     2,221   

無形固定資産合計     379,189 1.5 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券     329,053   

(2）長期前払費用     84,000   

(3）その他     103,677   

貸倒引当金     △43,245   

投資その他の資産合計     473,484 2.0 

固定資産合計     1,453,306 6.0 

資産合計     24,197,156 100.0 
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当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     149,558   

２．短期借入金 ※１   100,000   

３．一年以内返済予定の長期借入金     300,104   

４．未払費用     42,012   

５．未払法人税等     22,663   

６．賞与引当金     3,133   

７．その他     79,355   

流動負債合計     696,826 2.9 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金 ※１   12,796,356   

２．預り敷金・保証金     596,131   

３．退職給付引当金     25,523   

４．役員退職慰労引当金     142,246   

５．再評価に係る繰延税金負債 ※３   88,360   

６．繰延税金負債     230   

固定負債合計     13,648,846 56.4 

負債合計     14,345,672 59.3 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１．資本金     5,487,759 22.7 

２．資本剰余金     3,829,147 15.8 

３．利益剰余金     390,062 1.6 

４．自己株式     △2,362 △0.0 

株主資本合計     9,704,607 40.1 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金     340 0.0 

２．土地再評価差額金 ※３   130,353 0.5 

評価・換算差額等合計     130,693 0.5 

Ⅲ 新株予約権     16,184 0.1 

純資産合計     9,851,484 40.7 

負債純資産合計     24,197,156 100.0 
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（2）連結損益計算書  

    
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     5,217,982 100.0 

Ⅱ 売上原価     4,207,266 80.6 

売上総利益     1,010,716 19.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   696,878 13.4 

営業利益     313,838 6.0 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   1,634     

２．受取配当金   2,418     

３．雑収入   1,395 5,447 0.1 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   110,580     

２．支払手数料   15,661     

３．株式交付費   20,870     

４．その他   14,753 161,865 3.1 

経常利益     157,420 3.0 

Ⅵ 特別利益         

１．投資有価証券評価損戻入益   18,699     

２．違約金収入   25,000     

３．不正事故損失金回収益   1,000 44,699 0.8 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 30     

２．減損損失 ※２ 7,102 7,132 0.1 

税金等調整前当期純利益     194,987 3.7 

法人税、住民税及び事業税     6,419 0.1 

当期純利益     188,568 3.6 
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(3）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（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。 

  

 
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 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
3,243,759 1,607,147 288,472 △2,027 5,137,352 

連結会計年度中の変動額           

新株の発行 2,244,000 2,222,000     4,466,000 

剰余金の配当（注）     △74,978   △74,978 

役員賞与（注）     △12,000   △12,000 

当期純利益     188,568   188,568 

自己株式の取得       △335 △335 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,244,000 2,222,000 101,589 △335 4,567,255 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
5,487,759 3,829,147 390,062 △2,362 9,704,607 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
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） 
267 130,353 130,621 ―  5,267,973 

連結会計年度中の変動額           

新株の発行         4,466,000 

剰余金の配当（注）         △74,978 

役員賞与（注）         △12,000 

当期純利益         188,568 

自己株式の取得         △335 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

72   72 16,184 16,256 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

72 ― 72 16,184 4,583,511 

平成19年３月31日 残高 

 （千円） 
340 130,353 130,693 16,184 9,851,484 
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書  

    
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益   194,987 

減価償却費   32,917 

株式報酬費用   16,184 

のれん償却額   27,138 

減損損失   7,102 

貸倒引当金の増加額   14,750 

賞与引当金の減少額   △974 

退職給付引当金の減少額   △1,188 

役員退職慰労引当金の増加額   25,973 

受取利息及び受取配当金   △4,052 

支払利息   110,580 

支払手数料   15,661 

事業組合投資損失   3,143 

有価証券運用損   7,739 

株式交付費   20,870 

投資有価証券評価損戻入益   △18,699 

違約金収入   △25,000 

固定資産除却損   30 

売上債権の増加額   △447 

たな卸資産の減少額   11,972 

販売用不動産の増加額   △4,639,184 

販売用不動産信託受益権の増加額   △4,443,276 

営業出資金の増加額   △2,646,483 

前渡金の増加額   △334,910 

未収消費税の増加額   △137,751 

仕入債務の増加額   65,169 

未払法人税等の増加額   6,825 

預り敷金・保証金の増加額   499,176 

信託預金の増加額   △213,255 

役員賞与の支払額   △12,000 

その他   △166,675 

小計   △11,583,675 
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当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   4,227 

利息の支払額   △153,217 

違約金収入   25,000 

不正事故損失金の回収による収入   1,000 

法人税等の支払額   △5,802 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △11,712,467 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出   △57,000 

定期預金の払戻による収入   57,000 

有形固定資産の取得による支出   △23,766 

無形固定資産の取得による支出   △778 

有価証券の取得による支出   △101,654 

有価証券の売却による収入   119,319 

投資有価証券の取得による支出   △1,329 

投資事業組合への出資による支出   △100,000 

投資事業組合からの分配による収入   30,853 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得
による支出 

※２ △2,096 

敷金及び保証金の差入による支出   △8,617 

その他   986 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △87,082 

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   1,020,000 

短期借入金の返済による支出   △5,840,000 

長期借入れによる収入   13,156,000 

長期借入金の返済による支出   △1,111,209 

株式の発行による収入   4,445,130 

自己株式の取得による支出   △335 

配当金の支払額   △73,192 

財務活動によるキャッシュ・フロー   11,596,394 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △203,156 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,999,408 

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残
高 

  19,014 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,815,267 

  

- 14 -

㈱上毛  （3010）  平成19年３月期決算短信



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  7社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社プラネット投資 

有限責任中間法人ティオマン 

有限会社ティオマン 

有限会社ローランド 

有限責任中間法人エイチピーティ・ワン 

合同会社エイチピーティ・ワン 

合同会社エイチピーティ・エム 

上記の連結子会社は、全て当期から連結の範囲に含め

ております。  

（2）主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項 

連結子会社の決算日は以下のとおりであります。 

８月末日      １社 

１月末日      ６社 

８月末日を決算日とする㈱プラネット投資については、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。 

また、１月末日を決算日とする子会社については、１月

末日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決

算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

  

① 有価証券 

（イ）売買目的有価証券 

時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用し

ております。 

（ロ）満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)を採用しております。 

（ハ）その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は部分純資産直入法により処理し、売却原価は総平均

法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しております。また、

投資事業有限責任組合出資金については当該投資事業

有限責任組合の直近の決算書の当社持分割合で評価し

ております。 

 ② たな卸資産 

 （イ）商品、製品、原材料、仕掛品 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 （ロ）販売用不動産、仕掛販売用不動産、販売用不動産信

託受益権 

個別法による原価法を採用しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物    15～50年 

機械装置  ５～14年 

車両運搬具 ２～５年 

ただし、平成10年４月１日以降取得の建物（附属設備

を除く）については定額法を採用しております。 

  ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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）に基づく定額法を採用してお

ります。 

  ③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

(3）重要な引当金の計上基準 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。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

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。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

① 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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計

年度の費用として処理しております。 

 ② 営業出資金 

匿名組合出資金のうち、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以外のものについては「出

資金」としております。このうち、営業に係る出資金に

ついては「営業出資金」として流動資産の部に計上し、

個別法によっております。 

なお、分配された損益については営業損益に計上する

とともに同額を営業出資金に加減算することにより評価

しております。 

③ 不動産開発プロジェクトに係る借入金利息の原価算入 

不動産開発事業のプロジェクト毎に個別に発生した借

入金利息を原価に算入することとしております。 

a.対象開発プロジェクト 

 着工から完了までの期間が1年を超えるプロジェクト 

b.利率 

 個別の借入利率 

c.当期算入額     276,629千円  

５．連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価

評価法を採用しております。 

６．のれん及び負ののれんの償却に関

する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、原則として、

計上後５年間の均等償却を行っております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

連結キャッシュ・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。 
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追加情報  

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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） 

当連結会計年度より、「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

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部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。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計審議会 平成

18年８月11日実務対応報告第19号）を適用しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 

平成17年12月27日)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用しております。 

（企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及

び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第７号 平成17年12月

27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日)を適用しております。 

- 18 -

㈱上毛  （3010）  平成19年３月期決算短信



注記事項 

（連結貸借対照表関係）  

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 6,266,859

販売用不動産信託受益権 9,420,000

建物 8,534

土地  125,968

 計 15,872,361

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 12,796,356

一年内返済予定の長期借入金 300,104

計 13,196,461

※２ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をして

おります。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形                     1,524千円 

※３ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定

める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における 
81,743千円

時価と再評価後の帳簿価額との差額  

４ 偶発債務 

当社が匿名組合契約(ホテルマイステイズ舞浜・フレックステイ神田)により出資する匿

名組合の営業者たる有限会社シルバーファーン(以下「借入人」という)が、金融機関(以

下「貸付人」という)からノンリコース条件のローンによる資金調達2,942,692千円(平成

19年3月31日残高2,751,914千円)を行うことに関連し、当社は貸付人であるニュー・セン

チュリー・ファイナンス株式会社との間に匿名組合出資のスポンサーとして損害担保契約

を締結し、借入人、ホテルオペレーター、アセットマネージャー及びスポンサー並びにそ

れらの社員、役員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失による不法行為があった場合な

ど、一定の事由により貸付人に損害等が発生した場合に、ノンリコース条件の例外とし

て、当社は、借入人が責任財産又はそれを換価して得た対価により当該損害等を補償でき

なかった部分について貸付人に対し補填する補償責任を負っております。 
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（連結損益計算書関係）  

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給与手当 137,307千円 

役員賞与 97,041  

租税公課 75,563  

貸倒引当金繰入額 14,750  

賞与引当金繰入額 3,133  

退職給付引当金繰入 3,622  

役員退職慰労引当金繰入 25,973  

※２ 減損損失 

当連結会計年度において、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。 

（経緯） 

取扱商品の価額や加工賃の下落が著しく、部門損益の回復の見込みがないため減損損失を

認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

原則として事業部ごとに、また繊維関連事業部については、各営業所ごとにグルーピング

を実施しております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を使用しております。時価の算定につい

て、土地は不動産鑑定評価に基づく評価額を使用しておりますが、構築物、車輌運搬具及び

工具器具備品については老朽化が著しく、時価を算定することが困難であるため、時価は零

（０千円）としております。 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

事業部 種類 
金額 

（千円） 

繊維関連事業 

構築物 

車輛運搬具 

工具器具備品 

土地 

104 

345 

135 

5,348 

計 5,933 

セキュリティ関連事業 
車輛運搬具 1,169 

計 1,169 

合計 7,102 

工具器具及び備品 30千円

計 30千円
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

（注1）普通株式の発行済株式総数の増加22,000,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

（注2）普通株式の自己株式の株式数の増加1,364株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注1） 37,496,186 22,000,000 ― 59,496,186 

合計 37,496,186 22,000,000 ― 59,496,186 

自己株式（注2）     

普通株式 7,160 1,364 ― 8,524 

合計 7,160 1,364 ― 8,524 

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計 
年度末残高 
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 16,184 

合計 － － － － － 16,184 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 74,978 2.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 118,975 利益剰余金 2.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

- 21 -

㈱上毛  （3010）  平成19年３月期決算短信



（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,107,591千円 

信託預金 △235,325  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000  

現金及び現金同等物 1,815,267  

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式等の取得により有限責任中間法人ティオマンとその子会社２社及び㈱プラネット投資

を新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式等の取得価額と取

得のための支出との関係は次の通りであります。 

流動資産 5,040,168千円 

固定資産 290,000  

のれん 292,398  

流動負債 △3,005,809  

固定負債 △2,600,000  

株式等の取得による新規連結子会社持分の取得価額 16,751  

新規連結子会社の現金及び現金同等物の残高 △14,661  

連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 2,096  
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（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されてない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの 

(1）国債・地方債等 14,971 15,075 104 

(2）社債 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 14,971 15,075 104 

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの 

(1）国債・地方債等 ― ― ― 

(2）社債 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 14,971 15,075 104 

 種類  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額  

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債権 ― ― ― 

(3）その他 3,660 4,230 570 

小計 3,660 4,230 570 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1）株式 138,345 124,094 △14,251 

(2）債権 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 138,345 124,094 △14,251 

合計 142,006 128,324 △13,681 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ 276 

非上場株式 10,725 

その他 175,032 

 １年以内（千円） 
１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超（千円） 

債券         

国債 ― ― 14,971 ― 

合計 ― ― 14,971 ― 
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（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（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、退職一時金制度を採用しております。 

なお、退職給付債務の算出にあたっては、簡便法を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、退職給付債務等の算定にあたり簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりませ

ん。 

  
当連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

退職給付債務（千円） 25,523 

退職給付引当金（千円） 25,523 

  

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

退職給付費用（千円） 3,622 
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（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費          16,184千円 

２．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 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役    ５名 

当社監査役    ４名 

当社使用人    30名 

当社取締役    ６名 

当社監査役    ４名 
当社従業員    31名 

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注） 
普通株式  1,400,000株 普通株式  1,020,000株 普通株式    195,000株 

付与日 平成17年７月５日 平成18年９月22日 平成18年９月22日 

権利確定条件 
権利確定条件の定めはあり

ません。 

付与日（平成18年９月22

日）以降、権利確定日（平

成20年９月22日）まで当社

の取締役又は監査役の地位

を保有していることを要す

る。但し、任期満了による

退任又は取締役会が認める

正当な事由がある場合は、

この限りではない。 

付与日（平成18年９月22

日）以降、権利確定日（平

成20年９月22日）まで当社

の従業員の地位を保有して

いることを要する。但し、

定年退職又は取締役会が認

める正当な事由がある場合

は、この限りではない。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

平成18年９月22日～ 

平成20年９月22日 

平成18年９月22日～ 

平成20年９月22日 

権利行使期間 
平成17年７月５日～ 

平成27年６月28日 

平成20年９月23日～ 

平成23年９月22日 

平成20年９月23日～ 

平成23年９月22日 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計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 

② 単価情報 

 
平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

（取締役及び監査役に対

するもの） 

平成18年 
ストック・オプション 

（従業員に対するもの） 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 ― ― ― 

付与 ― 1,020,000 195,000 

失効 ― ― 12,000 

権利確定 ― ― ― 

未確定残 ― 1,020,000 183,000 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 1,241,000 ― ― 

権利確定 ― ― ― 

権利行使 ― ― ― 

失効 16,000 ― ― 

未行使残 1,225,000 ― ― 

 
平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

（取締役及び監査役に対す

るもの） 

平成18年 
ストック・オプション 

（従業員に対するもの） 

権利行使価格（注）   （円） 228 157 157 

行使時平均株価     （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― 51.494 51.494 
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。 

① 使用した評価技法   ブラック・ショールズモデル、二項モデル等の方法の折衷法 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注1）３年６ヶ月間（平成15年３月から平成18年９月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

（注2）十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され

るものと推定して見積もっております。 

（注3）平成18年３月期の配当実績によっております。 

（注4）算定時点からオプションの満期日までの期間に対応する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  平成18年ストック・オプション 

 株価変動性（注1） 58.40 ％ 

 予想残存期間（注2） ３年６ヶ月 

 予想配当（注3） 2.00 円／株 

 無リスク利子率（注4） 0.896 ％ 
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（企業結合等関係） 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

不動産関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。 

３ 車両の賃借料及び賃貸用不動産の管理委託費の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定し

ております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 麻生正紀 ― ― 

当社代表

取締役社

長 

㈱シルバ

ーライフ

代表取締

役社長 

（被所有）

直接 0.0 
― ― 

㈱シルバーラ

イフからの従

業員出向料の

支払（注）２ 

3,360 未払金 294 

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）３  

2,400  未払金 210 

賃貸用不動産

の管理費用の

支払（注）３ 

800  買掛金 105 

- 28 -

㈱上毛  （3010）  平成19年３月期決算短信



 （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。 

（１株当たり情報）  

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 165円 33銭

１株当たり当期純利益金額 4円 20銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 4円 18銭

 
当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 188,568 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,568 

期中平均株式数（株） 44,902,107 

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（株）  159,371 

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17年６月29日定時株主総会決議新

株予約権1,225個。 
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（重要な後発事象）  

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社は、平成19年4月2日開催の取締役会決議により下記のとおり子会社の設立を決定い

たしました。 

＜子会社の概要＞ 

① 商号      株式会社北海道上毛 

② 設立年月日  平成19年4月4日 

③ 本店所在地  札幌市中央区大通西七丁目1番1号  札幌パークフロントビル９階 

④ 代表者名     代表取締役社長 阿部 裕二 

        代表取締役専務 木下 秀夫 

⑤ 資本金      1,000万円 

⑥ 会社の目的 ・不動産（宅地建物取引）業全般  

               ・建設業全般  

        ・前各号に付帯する一切の事業     
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５．個別財務諸表 
(1）貸借対照表 

    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31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 ※１ 2,056,407   1,687,636

２ 受取手形 ※８ 22,316   16,695

３ 売掛金   59,995   66,064

４ 有価証券   20,320   276

５ 販売用不動産  ※１ 4,484,788   9,105,153

６ 商品   56,235   44,978

７ 製品   5,255   5,816

８ 原材料   1,121   1,942

９ 仕掛品   7,902   5,806

10 前渡金   420,000   754,910

11 前払費用   8,933   7,958

12 営業貸付金 ※４  ―   290,000

13 未収入金   9,295   3,047

14 未収消費税等   39,395   94,856

15 預け金    26,530   －

16 営業出資金  ※４  702,087   2,326,126

17 その他   1,703   5,370

貸倒引当金   △5,403   △11,489

流動資産合計   7,916,887 88.4   14,405,144 92.7
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31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 ※１ 537,219 552,529  

減価償却累計額   110,832 426,387 137,267 415,262

(2）構築物   2,150 2,046  

減価償却累計額   2,028 122 2,033 13

(3）機械装置   63,956 63,957  

減価償却累計額   60,758 3,197 60,759 3,198

(4）車両運搬具   14,833 14,675  

減価償却累計額   12,356 2,476 13,516 1,159

(5）工具、器具及び備品   13,624 20,600  

減価償却累計額   8,968 4,656 10,891 9,709

(6）土地 
※１ 
※７ 

176,641   171,293

有形固定資産合計   613,482 6.8   600,633 3.9

２ 無形固定資産      

(1）営業権   35,819   －

(2）のれん   －   26,864

(3）ソフトウェア   7,070   4,631

(4）電話加入権   1,656   1,677

(5) その他   ―   544

無形固定資産合計   44,546 0.5   33,716 0.2

３ 投資その他の資産      

(1）投資有価証券   244,045   329,053

(2) 関係会社株式   －   10,000

(3）出資金   －   276

(4) 関係会社出資金   －   9,758

(5）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  34,330   42,995

(6）長期前払費用   89,250   84,000

(7）敷金保証金   51,490   59,921

(8）その他   803   484

貸倒引当金   △34,580   △43,245

投資その他の資産合計   385,339 4.3   493,242 3.2

固定資産合計   1,043,368 11.6   1,127,590 7.3

資産合計   8,960,256 100.0   15,532,734 100.0 
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31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 買掛金   84,389   149,558

２ 短期借入金 ※１ 2,120,000   100,000

３ 一年以内返済予定の長
期借入金 

※１ 871,996   300,104

４ 未払金   16,816   12,115

５ 未払費用   8,784   29,645

６ 未払法人税等   15,185   22,491

７ 前受金   7,220   18,801

８ 預り金   5,521   10,103

９ 前受収益   66   24

10 賞与引当金   4,107   3,133

11 その他    50,040   253

流動負債合計   3,184,129 35.5   646,230 4.2

Ⅱ 固定負債      

１ 長期借入金 ※１ 179,674   4,361,356

２ 再評価に係る繰延税金
負債 

※７ 88,360   88,360

３ 繰延税金負債   181   230

４ 退職給付引当金   26,710   25,523

５ 役員退職慰労引当金    116,273   142,246

６ 預り敷金保証金   96,954   403,026

固定負債合計   508,153 5.7   5,020,742 32.3

負債合計   3,692,282 41.2   5,666,972 36.5
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31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 ※２ 3,243,759 36.2   － －

Ⅱ 資本剰余金      

１ 資本準備金   1,607,147 －  

資本剰余金合計   1,607,147 17.9   － －

Ⅲ 利益剰余金      

１ 利益準備金   2,500 －  －

２ 当期未処分利益 
  (△は未処理損失) 

  285,972 －  －

利益剰余金合計   288,472 3.2   － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※７ 130,353 1.5   － －

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  267 0.0   － －

Ⅵ 自己株式 ※３ △2,027 △0.0   － －

資本合計   5,267,973 58.8   － －

負債資本合計   8,960,256 100.0   － － 

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金   － －   5,487,759 35.3

２ 資本剰余金      

(1）資本準備金   － 3,829,147  

資本剰余金合計   － －   3,829,147 24.7

３ 利益剰余金      

(1）利益準備金   － 11,300  

(2）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   － 393,041  

利益剰余金合計   － －   404,341 2.6

４ 自己株式   － －   △2,362 0.0

株主資本合計   － －   9,718,886 62.6

Ⅱ 評価・換算差額等      

１ その他有価証券評価差
額金 

  － －   340 0.0

２ 土地再評価差額金   － －   130,353 0.8

評価・換算差額等合計   － －   130,693 0.8

Ⅲ 新株予約権   － －   16,184 0.1

純資産合計   － －   9,865,763 63.5

負債純資産合計   － －   15,532,734 100.0
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ 売上高      

１ 製品売上高    45,365 －  

２ 商品売上高   243,845 －  

３ 不動産販売収入    2,980,847 4,153,009  

４ 加工料収入    157,482 －  

５ 不動産賃貸収入    340,009 517,928  

６ 手数料収入    70,452 －  

７ その他の事業収入   － 3,838,003 100.0 499,755 5,170,692 100.0

Ⅱ 売上原価      

１ 製品期首たな卸高   7,505 －  

２ 商品期首たな卸高   68,071 －  

３ 販売用不動産期首たな 
  卸高  

  1,147,034 －  

４ 当期製品製造原価   179,888 －  

５ 当期商品仕入高   173,496 －  

６ 当期不動産仕入高   5,649,307 －  

７ 不動産賃貸原価   123,380 －  

計   7,348,683 －  

８ 製品期末たな卸高   5,255 －  

９ 商品期末たな卸高   56,235 －  

10 販売用不動産期末たな
卸高 

  4,484,788 2,802,403 73.0 － －

売上総利益   1,035,600 27.0   －

 １ 不動産販売売上原価   － 3,691,192  

  ２ 不動産賃貸売上原価   － 180,115  

  ３ その他の売上原価   － 328,127 4,199,434 81.2

 売上総利益     971,258 18.8
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

１ 給料手当   118,591 137,304  

２ 賞与引当金繰入額   4,107 3,133  

３ 退職給付引当金繰入額   4,585 3,622  

４ 役員退職慰労引当金 
  繰入額  

  22,906 25,973  

５ 法定福利費   17,232 23,584  

６ 役員報酬   71,728 97,041  

７ 支払報酬   25,501 34,956  

８ 減価償却費   19,084 21,189  

９ 租税公課    27,558 75,063  

10 支払手数料   42,327 48,459  

11 貸倒引当金繰入額   ― 14,750  

12 その他   151,751 505,374 13.2 175,799 660,872 12.7

営業利益   530,225 13.8   310,386 6.0

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息 ※３ 7,834 3,277  

２ 受取配当金   1,836 2,418  

３ 事業組合投資利益   49,926 －  

４ 有価証券運用益    1,814 －  

５ 雑収入   828 62,240 1.6 1,277 6,972 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息   31,856 98,526  

２ 支払手数料    14,794 11,765  

３  有価証券運用損   ― 7,739  

４ 新株発行費    15,952 －  

５ 株式交付費   ― 20,870  

６ 事業組合投資損失   － 3,143  

７ 社債発行費   2,418 －  

８ 雑損失   534 65,556 1.7 3,753 145,796 2.8

経常利益   526,909 13.7   171,562 3.3
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅵ 特別利益      

１ 投資有価証券評価損戻
入益 

  ― 18,699  

２ 貸倒引当金戻入益    1,386 －  

３ 違約金収入   － 25,000  

４ 不正事故損失金回収益   － 1,386 0.1 1,000 44,699 0.8

Ⅶ 特別損失      

１ 固定資産売却・除却損 ※１ 861 30  

２ 減損損失  ※４ 1,259 7,102  

３ 投資有価証券評価損   1,923 －  

４ 過年度役員退職慰労引 
  当金繰入額 

  93,367 －  

５ たな卸資産廃棄損 ※２ 3,989 －  

６ 不正事故損失    16,766 118,168 3.1 － 7,132 0.1

税引前当期純利益   410,128 10.7   209,129 4.0

法人税、住民税及び事
業税 

  4,359 0.1   6,282 0.1

当期純利益   405,768 10.6   202,846 3.9

前期繰越損失   119,795   －

当期未処分利益(△は 
未処理損失) 

  285,972   －
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製造原価明細書 

（注） 原価計算の方法は総合原価計算により、実際原価を算出しております。 

その他の売上原価明細書 

（注） 当事業年度から「表示方法の変更」に記載したとおり売上高及び売上原価の表示を変更しております。

なお、前事業年度につきましては、参考のため当事業年度に変更した表示方法によって算出した場合次の

とおりであります。 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

材料費   29,677 16.3 37,983 19.3 

経費   152,737 83.7 159,186 80.7

（外注加工費）   (152,737) (83.7) (159,186) (80.7) 

当期総製造費用   182,414 100.0 197,169 100.0 

仕掛品期首たな卸高   5,376 7,903 

計   187,791 53,132 

仕掛品期末たな卸高   7,902 5,145 

当期製品製造原価   179,888 199,927 

  
当事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

製品期首たな卸高   5,256 

商品期首たな卸高 56,235

当期商品仕入高 117,504

当期製品製造原価 199,927

計 378,921

期末製品たな卸高 5,816

期末商品たな卸高 44,221

その他の売上原価 328,127

  
前事業年度 

（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） 

製品期首たな卸高   7,505 

商品期首たな卸高 68,071

当期商品仕入高 166,208

当期製品製造原価 179,888

計 421,673

期末製品たな卸高 5,256

期末商品たな卸高 56,235

その他の売上原価 360,182
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不動産賃貸原価明細書 

不動産販売原価 

（注） 当事業年度から「表示方法の変更」に記載したとおり売上高及び売上原価の表示を変更しております。

なお、前事業年度につきましては、参考のため当事業年度に変更した表示方法によって算出した場合次の

とおりであります。 

    
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 減価償却費   20,682 16.8 73,557 40.8

 その他経費   102,697 83.2 106,558 59.2

合計   123,380 100.0 180,115 100.0 

  
当事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

販売用不動産期首たな卸高   4,484,789 

当期不動産仕入高 8,312,217

計 12,797,006

販売用不動産期末たな卸高 9,105,153

仕掛販売用不動産期末たな卸高 661

不動産販売売上原価 3,691,192

  
前事業年度 

（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） 

販売用不動産期首たな卸高   1,147,034 

当期不動産仕入高 5,656,596

計 6,803,630

販売用不動産期末たな卸高 4,484,789

不動産販売売上原価 2,318,841
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書  

    
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益    285,972 

Ⅱ 利益処分額     

１．利益準備金   8,800  

２．配当金   74,978  

３．役員賞与金  

（うち、監査役賞与金） 
  

12,000
(1,600)

95,778 

Ⅲ 次期繰越利益    190,194 
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株主資本等変動計算書 

（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。 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 
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 

繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

3,243,759 1,607,147 1,607,147 2,500 285,973 288,473 △2,027 5,137,352 

事業年度中の変動額         

新株の発行 2,244,000 2,222,000 2,222,000         4,466,000 

利益準備金の積立（注）       8,800 △8,800 －   － 

剰余金の配当（注）         △74,978 △74,978   △74,978 

役員賞与（注）         △12,000 △12,000   △12,000 

当期純利益         202,846 202,846   202,846 

自己株式の取得             △335 △335 

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） 

2,244,000 2,222,000 2,222,000 8,800 107,068 115,868 △335 4,581,534 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 393,041 404,341 △2,362 9,718,886 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

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） 

267 130,353 130,621 － 5,267,973 

事業年度中の変動額      

新株の発行         4,466,000 

利益準備金の積立（注）         － 

剰余金の配当（注）         △74,978 

役員賞与（注）         △12,000 

当期純利益         202,846 

自己株式の取得         △335 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

72 － 72 16,184 16,256 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

72 － 72 16,184 4,597,790 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

340 130,353 130,693 16,184 9,865,763 
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（4）キャッシュ・フロー計算書 

※当連結会計年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、第133期に係る

キャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、第132期のキャッシュ・フロー計算書の

みを記載しております。 

  
前事業年度 

（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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益   410,128 

減価償却費   39,766 

減損損失   1,259 

貸倒引当金の増加額(△は減少額)   △1,386 

賞与引当金の増加額(△は減少額)   43 

退職給付引当金の増加額   4,496 

役員退職慰労引当金の増加額    116,273 

受取利息及び受取配当金   △9,670 

支払利息   31,856 

社債発行費   2,418 

新株発行費   15,952 

事業組合投資利益    △49,926 

有価証券運用益    △1,814 

投資有価証券評価損   1,923 

固定資産売却・除却損   861 

売上債権の減少額(△は増加額)   △14,227 

販売用不動産の増加    △3,337,754 

たな卸資産の減少額   10,044 

たな卸資産処分損    3,989 

未収消費税等の減少額(△は増加
額) 

  △39,395 

未払消費税等の増加額(△は減少
額) 

  △23,771 

営業出資金の増加額    △702,087 

預り敷金の増加額(△は減少額)   △48,249 

前渡金の増加額   △407,187 

前払金の減少額   6,641 

仕入債務の増加額(△は減少額)   △19,229 

敷金保証金の増加額   △1,356 

破産・更生債権の増加額   △783 

その他   11,370 

小計   △3,999,813 
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前事業年度 

（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） 

利息及び配当金の受取額   9,508 

利息の支払額   △29,351 

法人税等の支払額   △11,217 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,030,874 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出   △600,000 

定期預金の払戻による収入   630,000 

有価証券の取得による支出   △211,661 

有価証券の売却による収入   188,071 

有形固定資産の取得による支出   △2,804 

無形固定資産の取得による支出   △800 

投資有価証券の取得による支出   △1,189 

投資有価証券の売却による収入   22,020 

投資事業組合への出資による支出   △75,000 

投資事業組合からの分配による収
入  

  69,544 

営業の譲受による支出   ※２ △47,212 

貸付けによる支出   △1,006 

貸付金の回収による収入    30,250 

その他   △1,243 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,032 

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   3,520,000 

短期借入金の返済による支出   △1,500,000 

長期借入れによる収入   1,070,000 

長期借入金の返済による支出   △213,330 

株式の発行による収入    1,417,176 

社債の発行による収入    997,581 

自己株式の取得による支出   △892 

財務活動によるキャッシュ・フロー   5,290,534 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   1,258,628 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   740,779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,999,407 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）売買目的有価証券 

  時価法(売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。 

(1）売買目的有価証券 

同左 

  (2）満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)を採用してお

ります。 

(2）満期保有目的の債券 

同左 

  (3）     ――――― 

   

(3）関係会社株式 

移動平均法による原価法によっており

ます。 

  

  

  

(4）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（評価差額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）を採用しております。 

(4）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

（評価差額は部分純資産直入法により処

理し、売却原価は総平均法により算定）

を採用しております。 

  

  

時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用して

おります。 

投資事業有限責任組合出資金 

 当該投資事業有限責任組合の直近

の決算書の当社持分割合で評価して

おります。 

時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しており

ます。また、投資事業有限責任組合出資

金については当該投資事業有限責任組合

の直近の決算書の当社持分割合で評価し

ております。  
  

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品、製品、原材料、仕掛品 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）販売用不動産 

 個別法による原価法を採用しており

ます。   

(1）商品、製品、原材料、仕掛品 

同左 

  

(2）販売用不動産、仕掛販売用不動産 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    15～50年 

機械装置  ５～14年 

車両運搬具 ２～５年 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

  

(3）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

(1）株式交付費 

同左 

  (2）社債発行費  

 支出時に全額費用処理しております。  

(2）社債発行費  

───── 

５ 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 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与金の支払に備えるた

め、賞与支給見込額の当期負担額を計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3）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。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるた

め内規に基づく当期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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。 

───── 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）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

抜き方式によっており、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当期の費用として

処理しております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）営業出資金 

 匿名組合出資金のうち、証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされる

もの以外のものについては「出資金」と

しております。このうち、営業に係る出

資金については「営業出資金」として流

動資産の部に計上し、個別法によってお

ります。  

 なお、分配された損益については営業

損益に計上するとともに同額を営業出資

金に加減算することにより評価しており

ます。 

(2）営業出資金 

同左 
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会計処理方法の変更 

前連事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日）を適用しております。 

 これにより販売費及び一般管理費は328千円減少し、特

別損失は1,259千円増加した結果、営業利益及び経常利益

は328千円増加し、税引前当期純利益が931千円減少してお

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当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

───── 

（新株発行費） 

  当社は、従来から新株発行費につきましては、繰延資産

に計上し３年均等償却しておりましたが、事業内容が不動

産事業を中心として大きく変化したことや将来における金

融費用の負担の増加を考慮し、財務内容の一層の健全化を

図ることを目的として、当事業年度より支出時に全額を費

用として処理する方法に変更いたしました。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較

して、繰延資産が10,635千円減少し、営業外費用が10,635

千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

10,635千円減少しております。 

───── 

（役員退職慰労引当金） 

 当社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用としており

ましたが、当事業年度より内規に基づく事業年度末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたし

ました。 

 この変更は、内規の制定が当事業年度に行われたこと、

また、役員退職慰労引当金計上の会計慣行が定着している

ことを考慮し、役員退職慰労金を役員の在任期間にわたっ

て費用配分することによって、期間損益の適正化を図るた

めに行いました。 

 この変更により、当事業年度発生額22,906千円は販売費

及び一般管理費に、過年度分相当額93,367千円は特別損失

に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、営業利益及び経常利益は22,906千円減少

し、税引前当期純利益は116,273千円減少しております。 

─────   
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前連事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部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9,849,579

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

─────   
（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会企業会計基準第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、税引前当期純利益は

それぞれ14,400千円減少しております。 

─────   
（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当事業年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計審議会 平成18年８月11日実務対応報告

第19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、前事業年度において営業外費用の内訳として表示

していた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更しております。 

─────   
（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31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当期純利益

は、それぞれ16,184千円減少しております。 

─────   
（企業結合に係る会計基準） 

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第７号 

平成17年12月27日)並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 

企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27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。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前期において、流動資産の「その他」に含めておりま

した預け金（前期50千円）は、金額的重要性が増加した

ため、「預け金」として区分掲記しております。 

 前期において区分掲記しておりました「出資金」は、金

額的な重要性が低下したため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 なお、当期において「その他」に含まれている「出資

金」は405千円であります。 

（貸借対照表） 

 前期において区分掲記しておりました流動資産の「預

け金」は、金額的重要性が低下したため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当期において「その他」に含まれている「預け

金」は224千円であります。 

前期において、「営業権」として掲記されていたもの

は、当期から「のれん」と表示しております。 

（損益計算書） 

 前期において、区分掲記しておりました広告宣伝費

（当期16,398千円）、運送費（当期2,515千円）及び通信

費（当期7,401千円）の科目については、金額的重要性が

低下したため、販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しております。 

 前期において、販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました租税公課（前期15,806千円）

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えたた

め、「租税公課」として区分掲記しております。 

 前期において、営業外収益の「出資金運用利益」とし

て表示しておりました投資事業有限責任組合の運用利益

は、明瞭表示の観点から、当期より「事業組合投資利

益」として表示しております。 

 前期において、営業外費用の「雑損失」に含めており

ました支払手数料（前期2,857千円）は、営業外費用の総

額の100分の10を超えたため、「支払手数料」として区分

掲記しております。 

（損益計算書） 

  売上高の表示は、前期まで取扱品の性格により区分掲記

しておりましたが、不動産関連事業部門の売上高とその他

の部門との売上高の比率や明瞭性を増すことを考慮とし

て、不動産販売高、不動産賃貸売上高及びその他の事業収

入に３区分して表示することといたしました。 

  売上原価の表示は、前期まで取扱品の性格により区分掲

記しておりましたが、不動産関連事業部門の売上原価とそ

の他の部門との売上原価の比率や明瞭性を増すことを考慮

として、不動産販売原価、不動産賃貸原価およびその他の

売上原価に３区分して表示することといたしました。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前期において、営業活動によるキャッシュ・フローの

「たな卸資産の増加（減少）額」に含めて表示しており

ました販売用不動産の増減額は、明瞭表示の観点から、

当期より「販売用不動産の増加（減少）額」として区分

掲記しております。 

 なお、前期における「たな卸資産の減少額」に含まれ

る販売用不動産の増加額は1,147,034千円であります。 

 前期において、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて純額表示しておりました投資事業有

限責任組合への出資に係るキャッシュ・フローは、明瞭

表示の観点から当期より「投資事業組合への出資による

支出」及び「投資事業組合からの分配による収入」とし

て区分掲記しております。 

 なお、前期における「投資事業組合への出資による支

出」は△26,557千円、「投資事業組合からの分配による

収入」は０千円であります。 

───── 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（売買目的有価証券） 

 当期より一定の資金量の範囲内で、専任担当者による

有価証券の売買業務を開始しております。 

（売買目的有価証券） 

 前期より一定の資金量の範囲内で、専任担当者による

有価証券の売買業務を行っておりましたが、今期末をも

って業務を終了しております。 

（営業出資金） 

 当期より有限会社シルバーファーンとの間で旧商法第

535条に規定する匿名組合契約を締結しております。この

契約により当期は、不動産賃貸収入14,080千円を計上し

ております。 

───── 

（社債発行費）  

 直近の発行である平成13年３月期の社債発行費は、商

法に定める最長期間（３年間）で均等償却しておりまし

たが、当時と比べ当社をとりまく経営環境が大きく変化

し早期に財務内容の健全化を図ることが望ましいことか

ら、当期に発行した社債の発行費2,418千円は一括償却し

ております。 

 直近と同様の会計処理（３年間均等償却）を採用した

場合に比べ、繰延資産が1,612千円減少し、社債発行費償

却が1,612千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ同額減少しております。 

───── 
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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31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 1,220,057

建物 8,935

土地  125,967

 計 1,405,960

担保に供している資産 千円

預金 51,000

販売用不動産 6,266,859

建物 8,534

土地  125,968

 計 6,452,649

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 179,674

１年以内返済予定の長期借入金 871,996

計 1,151,670

担保付債務  千円

短期借入金 100,000

長期借入金 4,361,356

１年以内返済予定の長期借入金 300,104

計 4,761,460

※２ 授権株式数及び発行済株式数  

授権株式数 普通株式 110,000,000株

発行済株式数 普通株式  37,496,186株

※２        ───── 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,160株

であります。 
※３        ───── 

※４        ───── ※４ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもの

のほか次のものがあります。 

営業出資金      1,629,993千円 

営業貸付金       290,000千円 

 ５ 偶発債務 

    当社が匿名組合契約(ホテルマイステイズ舞浜・フレ

ックステイ神田)により出資する匿名組合の営業者たる

有限会社シルバーファーン(以下「借入人」という)

が、金融機関(以下「貸付人」という)からノンリコー

ス条件のローンによる資金調達2,942,692千円(平成18

年3月31日残高2,913,792千円)を行うことに関連し、当

社は貸付人であるニュー・センチュリー・ファイナン

ス株式会社との間に匿名組合出資のスポンサーとして

損害担保契約を締結し、借入人、ホテルオペレータ

ー、アセットマネージャー及びスポンサー並びにそれ

らの社員、役員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失

による不法行為があった場合など、一定の事由により

貸付人に損害等が発生した場合に、ノンリコース条件

の例外として、当社は、借入人が責任財産又はそれを

換価して得た対価により当該損害等を補償できなかっ

た部分について貸付人に対し補填する補償責任を負っ

ております。 

 ５ 偶発債務 

    当社が匿名組合契約(ホテルマイステイズ舞浜・フレ

ックステイ神田)により出資する匿名組合の営業者たる

有限会社シルバーファーン(以下「借入人」という)

が、金融機関(以下「貸付人」という)からノンリコー

ス条件のローンによる資金調達2,942,692千円(平成19

年3月31日残高2,751,913千円)を行うことに関連し、当

社は貸付人であるニュー・センチュリー・ファイナン

ス株式会社との間に匿名組合出資のスポンサーとして

損害担保契約を締結し、借入人、ホテルオペレータ

ー、アセットマネージャー及びスポンサー並びにそれ

らの社員、役員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失

による不法行為があった場合など、一定の事由により

貸付人に損害等が発生した場合に、ノンリコース条件

の例外として、当社は、借入人が責任財産又はそれを

換価して得た対価により当該損害等を補償できなかっ

た部分について貸付人に対し補填する補償責任を負っ

ております。 

 ６ 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267千円でありま

す。 

 ６        ───── 
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前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 ※７ 土地の再評価 

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。な

お、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しており

ます。 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における 
71,727

時価と再評価後の帳簿価額との差額  

 ※７ 土地の再評価 

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。な

お、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て純資産の部に計上しております。 

 再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しており

ます。 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における 
81,743

時価と再評価後の帳簿価額との差額  

※８        ───── ※８ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機

関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が期

末残高に含まれております。 

受取手形            1,524千円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産売却・除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

※１ 固定資産売却・除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

  千円

機械装置 479

車両運搬具 170

工具器具備品  211

計 861

  千円

工具器具備品  30

計 30

※２ たな卸資産廃棄損の内容は次のとおりでありま

す。 

※２         ───── 

  千円

商品 3,989

 

※３         ───── ※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社からの受取利息    1,645千円 

 ※４ 減損損失 

 当期において、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。 

（経緯） 

 取扱商品の価額や加工賃の下落が著しく、部門損益の

回復の見込みがないため減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

 原則として事業部ごとに、また繊維関連事業部につい

ては、各営業所ごとにグルーピングを実施しておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法等）  

  回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を使

用しておりますが、時価の算定にあたっては、車輌運搬

具及び工具器具備品ともに老朽化が著しく時価を算定す

ることが困難であるため、時価は零（０千円）としてお

ります。 

事業部 種類 
金額 

（千円） 

 繊維関連事業 

 車輛運搬具 

 工具器具備品 

406 

27 

 計 434 

 セキュリティ関連 

 事業 

 車輛運搬具 

 工具器具備品 

425 

399 

 計 825 

 合計 1,259 

 ※４ 減損損失  

当期において、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。 

（経緯） 

取扱商品の価額や加工賃の下落が著しく、部門損益の回

復の見込みがないため減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

原則として事業部ごとに、また繊維関連事業部について

は、各営業所ごとにグルーピングを実施しております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

回収可能価額の算定にあたっては、正味売却価額を使用

しております。時価の算定について、土地は不動産鑑定評

価に基づく評価額を使用しておりますが、構築物、車輌運

搬具及び工具器具備品については老朽化が著しく、時価を

算定することが困難であるため、時価は零（０千円）とし

ております。 

事業部 種類 
金額 

（千円） 

 繊維関連事業 

構築物 

車輛運搬具 

工具器具備品 

土地 

104 

345 

135 

5,348 

 計 5,933 

 セキュリティ関連

 事業 

車輛運搬具 1,169 

 計 1,169 

 合計 7,102 
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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４月１日 至 平成19年３月31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1,364株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（リース取引関係） 

 
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） 

普通株式（注） 7,160 1,364 － 8,524 

合計 7,160 1,364 － 8,524 

（キャッシュ・フロー計算書関係）  

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

  千円

現金及び預金勘定 2,056,407

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,000

現金及び現金同等物 1,999,407

※２ 当事業年度に営業の譲受により増加した資産の内容 

   千円

商品 2,439

営業権  44,773

営業権の譲受による支出  47,212

 ３ 重要な非資金取引の内容 

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 

   千円

新株予約権の行使による資本金 

増加額  
501,445

新株予約権の行使による資本準備金増加額  498,554

  1,000,000

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

 リース取引は事業内容に照らして重要性が乏しく契約

１件当たりのリース料総額も300万円を超えるものがない

ため、記載を省略しております。 

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 

同左 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

１ 売買目的有価証券 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

貸借対照表計上額（千円） 
当事業年度の損益に含まれた評価差額

（千円） 

20,044 △9,274 

区分 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

時価が貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1）国債・地方債等 14,966 15,151 184 

(2）社債 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 14,966 15,151 184 

時価が貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1）国債・地方債等 ― ― ― 

(2）社債 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 14,966 15,151 184 

区分 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1）株式 ― ― ― 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 2,431 2,880 448 

小計 2,431 2,880 448 

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 138,616 105,395 △33,221 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

小計 138,616 105,395 △33,221 

合計 141,048 108,275 △32,772 
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４ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

（注） 当事業年度中の売却は、双方協議の上帳簿価額によるものであるため、損益は生じておりません。 

５ 時価のない有価証券の内容 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前事業年度（平成18年３月31日） 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

 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。 

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当連結会計年度の有価証券関係注記（子会社及

び関連会社株式で時価のあるものを除く）については、連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

内容 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 22,020 

売却益の合計額（千円） ― 

売却損の合計額（千円） ― 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ 275 

非上場株式 10,625 

その他 110,178 

  １年以内（千円） 
１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超（千円） 

１ 債券         

国債 ― ― 14,966 ― 

社債 ― ― ― ― 

合計 ― ― 14,966 ― 
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（退職給付関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度を採用しております。 

 なお、退職給付債務の算出にあたっては、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務の計算基礎 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

  
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

(1）退職給付債務 26,710千円 

(2）退職給付引当金 26,710千円 

  

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

退職給付費用   

(1）勤務費用 4,758千円 

(2）会計基準変更時差異の費用処理額 ― 千円 

(3）退職給付費用 (1)＋(2) 4,758千円 

  
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

会計基準変更時差異の処理年数   ― 年 
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（税効果会計関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 当社代表取締役社長麻生正紀が第三者のため行った取引であります。 

３ 従業員出向料の支払については、当社従業員の給与水準及び業務内容を参考にして算定しております。 

４ 車両及び事務用備品の賃借料の支払については、市場価格等を勘案して双方協議の上決定しております。 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

当事業年度より連結財務諸表を作成しておりますので、連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 麻生正紀 ― ― 

当社代表

取締役社

長 

㈱シルバ

ーライフ

代表取締

役社長 

（被所有）

直接 0.0 
― ― 

㈱シルバーラ

イフへの従業

員出向料の支

払（注）３ 

3,360 未払金 294 

㈱シルバーラ

イフへの車輌

の賃借料の支

払（注）４ 

2,400 未払金 210 

投資有価証券

の譲渡  
22,020 ─ ― 

短期債権の譲

渡 
30,000 ─ ― 

主要株主

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社 

極東建設㈱ 
 山口県 

 下関市 
7,500  建設業 ― ― ― 

販売用不動産

の仕入 
710,000 ─ ― 

極東建設㈱か

らの出向者に

かかる従業員

出向料の支払 

1,703 ─ ― 

事務用備品賃

借料の支払 
453 ─ ― 
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（１株当たり情報） 

 （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４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 140円20銭

１株当たり当期純利益 11円80銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
11円65銭

１株当たり純資産額    165円57銭

１株当たり当期純利益  4円52銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
 4円50銭

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 405,768 202,846 

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金）  (12,000) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 393,768 202,846 

期中平均株式数（株） 33,370,511 44,902,107 

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（株）  425,561 159,371 

（うち転換社債） (237,607) （－） 

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 

旧商法第280条ノ19第１項の規

定に基づく新株引受権１種類  

なお、平成17年７月31日で権利

行使期間が終了しております。 

平成17年6月29日定時株主総会

決議新株予約権1,225個 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   当社は、平成18年6月29日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権の発行を決

議いたしました。  

 その内容につきましては、「第4提出会社の状況１株

式等の状況 (2)新株予約権の状況」に記載しておりま

す。 

当社は、平成19年4月2日開催の取締役会決議により下

記のとおり子会社の設立を決定いたしました。 

＜子会社の概要＞ 

① 商号      株式会社北海道上毛 

② 設立年月日  平成19年4月4日 

③ 本店所在地 札幌市中央区大通西七丁目1番1号

                   札幌パークフロントビル９階 

④ 代表者名     代表取締役社長 阿部 裕二 

        代表取締役専務 木下 秀夫 

⑤ 資本金      1,000万円 

⑥ 会社の目的 ・不動産（宅地建物取引）業全般  

               ・建設業全般  

        ・前各号に付帯する一切の事業   
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６．その他 
(1）役員の異動(平成19年6月28日付予定） 

       *（ ）内は平成19年5月15日現職 

  

   ①代表取締役の異動 

a. 新任代表取締役候補  

阿部 裕二 （執行役員営業本部長） 

b. 退任予定代表取締役 

麻生 正紀 （代表取締役社長） 

      （なお、その後相談役に就任予定であります。） 

  

 ②その他の役員の異動 

a. 新任（社外）取締役候補 

蓑田 謙司  （㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ アクイジションマネージャー） 

b. 退任予定取締役 

宮川 進治 （社外取締役） 

宇野 元志 （社外取締役） 

金重 凱之 （社外取締役） 

c. 新任（社外）監査役候補 

堀田 滋朗 （ウエルインベストメント㈱ インベストメント・アドバイザー） 

黒崎 知岳 （㈲アルガーブ 投資事業第二部マネージャー） 

d. 退任予定監査役 

宮林  寿 （監査役） 

    太田 孝昭 （社外監査役） 

           津本 信博 （社外監査役） 

    

  

(2）その他 

当社は、本日、平成19年３月期決算短信を開示いたしましたが、開示のあと決算説明会を開催いたします。  

 その時に使用いたします資料は、当社ホームページ（http://www.jyomo.co.jp）に掲載しております。 
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