
― 1 ― 

平成20年３月期 中間決算短信 
 

平成19年11月14日 
上 場 会 社 名  株式会社 トーカイ    上場取引所 名証第二部 
コ ー ド 番 号  ９７２９    URL  http://www.tokai-corp.com/ 
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名) 小野木 孝二 
問 合 せ 先 責 任 者 (役職名)執行役員経理本部長 (氏名) 舟渡 克行  TEL(058)263－5111
半期報告書提出予定日 平成19年12月26日 配当支払開始予定日  平成19年12月10日

  
(注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

1.平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 38,485 3.7 2,130 △18.2 2,305 △15.4 △3,557 － 

18年９月中間期 37,118 4.6 2,605 △3.9 2,726 △4.1 1,018 10.4 

19年３月期 75,625 － 5,268 － 5,544 － 2,443 － 
 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △206 92 － －

18年９月中間期 62 55 － －

19年３月期 145 82 － －
 
 (参考) 持分法投資損益 19年９月中間期  －百万円 18年９月中間期  －百万円 19年３月期  －百万円 

 
 (2) 連結財政状態 

 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９月中間期 59,423 14,830 24.5 846 16 

18年９月中間期 66,293 21,239 23.6 961 44 

19年３月期 67,401 23,060 27.3 1,068 46 
 
 (参考) 自己資本 19年９月中間期 14,547百万円 18年９月中間期 15,663百万円 19年３月期 18,369百万円 
 

 (3) 連結キャッシュ・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９月中間期 2,166 △6,190 1,105 8,581 

18年９月中間期 2,887 △1,044 △1,499 12,241 

19年３月期 5,951 △3,835 △2,526 11,490 

 
2. 配当の状況 

 １ 株 当 た り 配 当 金 

(基準日) 中間期末 期  末 年  間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 4 00 4 00 8 00

20年３月期(実績) 4 00  

20年３月期(予想)  4 00 
8 00

 

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） (％表示は対前期増減率) 

 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 

通  期 75,839 0.3 4,769 △9.5 4,843 △12.7 6,844 180.1 398 8 
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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）  無 
(2) 中間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（中間連結財務諸表作成

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          有 
② ①以外の変更                 無 
〔(注) 詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

(3) 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9月中間期17,270,673株 18年9月中間期16,299,673株 19年3月期17,270,673株 
② 期末自己株式数          19年9月中間期    78,548株 18年9月中間期     7,652株 19年3月期    78,455株 

(注) １株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 15,735 3.5 601 △50.6 850 △39.0 △841 － 

18年９月中間期 15,202 6.1 1,217 15.4 1,394 19.4 773 26.0 

19年３月期 30,431 － 2,197 － 2,353 － 1,356 － 
 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

円 銭 

19年９月中間期 △48 93 

18年９月中間期 47 45 

19年３月期 80 94 

 
 (2) 個別財政状態 

 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９月中間期 38,907 15,078 38.8 877 6 

18年９月中間期 33,364 14,249 42.7 874 66 

19年３月期 34,375 16,073 46.8 934 95 
 
 (参考) 自己資本 19年９月中間期 15,078百万円 18年９月中間期 14,249百万円 19年３月期 16,073百万円 

 

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） (％表示は対前期増減率) 

 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

通  期 31,953 5.0 1,799 △18.1 2,004 △14.8 1,236 △8.9 71 89 
 
 
 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって

異なる結果となる可能性があります。 

 上記の予想に関連する事項については、添付資料の４ページの「１ 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 

（通期の見通し）」をご参照ください。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当中間期の概況） 

当中間期のわが国の経済状況は、企業収益の改善や設備投資の増加などの民間需要を牽引役とし

て持続的な回復基調を維持しました。一方で、米国でのサブプライムローン問題が主要各国の金融

機関に悪影響を及ぼし、投機マネーの流入による原油価格の高騰など不安材料も散見されました。

また、国内では首都圏や東海地方で慢性的な人手不足となり、将来の業績拡大の阻害要因としてク

ローズアップされるようになりました。 
このような経済環境を背景に当社グループの連結業績は、売上高につきましては積極的な営業活

動が奏功し、会員制サービスを除く全セグメントで増収を果すことができました。営業利益につき

ましては、新規出店効果に支えられた調剤薬局事業が好調に推移しましたが、介護保険の制度改正

の影響が当中間期まで残るシルバー事業が前年同期を下回り、営業利益は減益となりました。 
一方で、8月31日には会員制サービス事業を構成するトーカイ開発㈱が民事再生手続きの開始を申

立て、当社グループとしてスポーツ関連事業からの完全撤退を表明するに至りました。また、同日

その他の事業に属する岐阜商事㈱を大阪市に本社を置くフルサト工業㈱に売却する基本合意書を締

結しました。これらは、当社グループ各社のシナジー効果を一層高め、ヘルスケア事業および環境

事業に特化するための「選択と集中」を具現化する大きな決断となりました。これらトーカイ開発

㈱や岐阜商事㈱の損益に与える影響は、当中間期にはトーカイ開発㈱に関連する損失が計上され、

それ以外は通期業績に影響を与えることとなります。 
売上高は前年同期より13億67百万円増加（3.7％増）の384億85百万円、営業利益は前年同期比4

億74百万円減（18.2％減）の21億30百万円、経常利益は前年同期比4億21百万円減（15.4％減）の

23億5百万円、中間 終損益は70億円を越える特別損失が響き、35億57百万円の中間純損失（前年

同期は10億18百万円の中間純利益）となりました。 
また、トーカイ単体でも、売上高157億35百万円（前年同期比3.5%増、5億33百万円増）、営業利

益6億1百万円（前年同期比50.6%減、6億16百万円減）、経常利益8億50百万円（前年同期比39.0%
減、5億43百万円減）、関係会社整理損の特別損失が大きく影響し8億41百万円の中間純損失を計上、

増収減益となりました。 

 

[事業のセグメント別概況] 
① 健康生活サービス 

売上高は、全国2例目となる多治見市民病院での包括業務受諾など好調に推移しましたが、前中

間期に介護保険制度が改正され、当中間期にその影響を大きく被ったシルバー事業の減収減益に

伴い、健康生活セグメントでは増収減益となりました。 
この結果、売上高178億81百万円（前年同期比2.6%増）、営業利益14億16百万円（前年同期比

32.6%減）と増収減益となりました。 

 
② 調剤サービス 

新規店舗の開設も順調に進み、売上高は前期より9億32百万円増加の118億27百万円（前年同期
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比8.6%増）となり、営業利益も2億13百万円増の8億72百万円（前年同期比32.4%増）と増収増益

となりました。 

 
③ 環境サービス 

病院清掃が引き続き好調に推移し増収増益となりましたが、リースキン事業が流通、外食産業

からのコストダウン要請の影響が大きく、売上高は49億76百万円（前年同期比0.4％減）とほぼ前

期並となり、営業利益は3億84百万円（前年同期比6.9％減）と減益となりました。 

 
④ 会員制サービス 

売上高は6億50百万円とほぼ前期並みに推移し、営業損失も2百万円少なくなり、1億9百万円の

営業損失（前年同期比1.7％減）に留まりました。 

 
⑤その他 

その他事業では､自動車業界の好業績に引っ張られる形で岐阜商事㈱が好調に推移し、売上高31
億49百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益1億49百万円（前年同期比9.3％増）の増収増益とな

りました。 
 

 

（通期の見通し） 

当期は、当社グループのコアビジネスである病院関連事業・調剤薬局事業をはじめとするヘルス

ケア事業とリースキン事業を中心とする環境サービス事業へのグループ経営資源の集中を行い、各

施策を着実に推進してまいります。 
通期の売上高は、㈱レインボー薬局株式の一部売却（平成19年6月30日）や岐阜商事㈱株式の全

株式売却（平成19年10月31日）に伴い連結の範囲から除外された影響もあり、前年比微増を見込ん

でおります。一方で、経常利益は、介護保険制度が改正されその影響が大きいシルバー事業の減益

が予想されますが、調剤サービス事業等が好調に推移する見込みです。また、下期にはトーカイ開

発㈱の民事再生手続きに伴う債務免除益の発生、岐阜商事㈱の株式譲渡益がそれぞれ特別利益とし

て計上される見込みです。 
現時点での通期の業績見通しは、平成19年8月31日発表の、売上高758億39百万円（前年同期比

0.3％増）、経常利益48億43百万円（前年同期比12.7％減）、当期純利益は68億44百万円（前年同

期比180.1％増）を見込んでおります。 
なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報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って予想数値と異なる場合があります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間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、子

会社株式の追加取得や経常利益が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ29億9百万円

（25.3％）減少し、当中間連結会計期間末には85億81百万円となりました。当中間連結会計期間にお

ける各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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） 

当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、前年同期比7億21百万円（25.0％）

減少し、21億66百万円となりました。これは、主に介護保険の制度改正の影響によりシルバー事業

が減益だったこと等により営業収入が減少したこと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） 

当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は、前年同期比51億45百万円

（492.5％）増加し、61億90百万円となりました。これは、主に連結子会社大豊商事㈱株式の追加取

得による支出があったこと等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） 

当中間連結会計期間における財務活動により得られた資金は、11億5百万円（前年同期は14億99
百万円の支出）となりました。これは、主に短期借入金の資金調達による増加等によるものであり

ます。 
なお、キャッシュ・フローの関連数値は以下の通りであります。 

 平成17年3月末 平成18年3月末 平成19年3月末 平成19年 
9月中間期 

 現金及び現金同等物（百万円） 7,920 11,896 11,490 8,581 

 有利子負債（百万円） 14,975 14,242 12,771 14,204 

 自己資本比率（％） 18.0 22.8 27.3 24.5 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

株主様への利益還元につきましては、安定的に継続配当することを基本に、当期及び今後の業績

を勘案して行うこととしております。当社の要となる病院関連やシルバー事業などでは、業界の再

編に伴うＭ＆Ａやアウトソーシング化の加速により一層の業容の拡大が見込めると考えており、し

ばらくは右肩上がりの成長路線を描くであろうと予想しております。従いまして利益配分につきま

しても、株主様への短期的な配当利回りの向上ではなく、一層の業績向上を目指し、一株当りの当

期純利益拡大に結びつく戦略的投資に充当したいと考えております。同様に、安定した商品供給や

コスト削減のための設備の更新など基盤整備への投資も不可欠となりますが、株主様への還元を厚

くすることも重要な選択肢の一つであると認識しております。このような考えを基本に安定的な配

当の継続に努めてまいります。連結の自社株買いも含めた総還元性向を、当面の間は15%を目標と

し、将来的には20%を目指してまいります。 
なお、当期（平成20年3月期）の1株当たり中間配当については、前年同期と同じ4円とすること

にいたしました。 
 

(4) 事業等のリスク 

平成19年3月期有価証券報告書にて開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略して

おります。 
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２ 企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社15社及び関連会社２社で構成され、「健康生活サービス」、「調剤

サービス」、「環境サービス」、「会員制サービス」「その他」の５分野に関係する事業を行ってい

ます。各事業に携わる連結子会社数は、健康生活サービス事業で４社、調剤サービス事業で１社、環

境サービス事業で２社、会員制サービス事業で２社、その他の事業で２社となっております。当社グ

ループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 

①「健康生活サービス」 
この事業では、当社及び関係会社がシルバー事業（介護用品・機器等の販売及びレンタル）、病院

関連事業（病院寝具・白衣のレンタル、医療関連商品の販売及びレンタル、看護補助業務、病院給食
など病院運営のサポート事業）、寝具・寝装品類のレンタル及び販売、ホテル・レジャー施設などへ
のシーツ類のレンタル、クリーニング設備の製造及び販売などを行っております。 

［連結子会社］…㈱トーカイ（商号が親会社と同一のため以後㈱トーカイ（四国）という）、 
㈱プレックス、トーカイフーズ㈱、㈱サン・シング東海 

②「調 剤 サ ー ビ ス」 
 この事業では、関係会社が調剤薬局の経営を行っております。 

［連結子会社］…たんぽぽ薬局㈱ 
③「環 境 サ ー ビ ス」 

この事業では、当社及び関係会社が主にリースキンブランドの環境美化用品のレンタル及び病院施
設などの建物の清掃・管理を行っております。 

［連結子会社］…㈱ティ・アシスト、㈱リースキンサポート 
④「会員制サービス」 

この事業では、関係会社がゴルフ場やスキー場の運営、企業向けの情報配信サービスなどを行って
おります。 

［連結子会社］…トーカイ開発㈱、㈱日本情報マート 
⑤「そ の 他」 
 この事業では、関係会社が商事業務と木工製品の製造販売を行っております。 

［連結子会社］…岐阜商事㈱、新八幡木工㈱ 
 
事業の系統図は次のとおりであります。 

■調剤サービス ■健康生活サービス
○たんぽぽ薬局㈱ ○トーカイフーズ㈱

調剤薬局の運営 メディカル給食の提供
○㈱サン・シング東海

■会員制サービス 寝具製造及び洗濯

○トーカイ開発㈱ ○㈱トーカイ（四国）
ゴルフ場・スキー場経営 寝具リネンサプライ

介護用品レンタル・販売
○㈱プレックス

洗濯機械製造・販売

社
■環境サービス

○㈱ティ・アシスト
清掃業務の提供

○㈱リースキンサポート
レンタルサービス

■会員制サービス
　■健康生活サービス ○㈱日本情報マート
　■環境サービス 経営情報の提供

■その他
○岐阜商事㈱

主な非連結子会社 機械･工具販売
㈲玉藻リネンサービス ○新八幡木工㈱

木工家具製造

製品・商品の流れ サービスの流れ ○印は、連結子会社

一般ユーザー 医療機関・福祉施設・企業・一般ユーザー

当

 

＜関係会社の異動の状況＞ 

連結子会社㈱トーカイ(四国)は、平成19年8月17日付で連結子会社大豊商事㈱を吸収合併しております。また、連結子

会社であった㈱レインボー薬局は、保有株式の売却に伴い当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。ま

た、「重要な後発事象」に記載のとおり、連結子会社岐阜商事㈱は、平成19年10月22日付で株式譲渡契約書を締結し、平

成19年10月31日に全株式を売却しております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

(2) 目標とする経営指標 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

(4) 会社の対処すべき課題 

平成19年3月期決算短信（平成19年5月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 
当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
（当社ホームページ） 

http://www.tokai-corp.com/ 
（名古屋証券取引所ホームページ〔上場銘柄情報〕） 

http://www.nse.or.jp/ 

 
(5) その他、会社の経営上重要な事項 

当中間期においては、連結子会社であるトーカイ開発㈱が8月31日に民事再生手続きの開始申立

てを名古屋地方裁判所に行い、9月14日に開始決定となりました。今後は、民事再生計画の策定な

らびに同計画に対する書面投票を行い、平成20年2月中旬の再生計画の認可決定の確定を目指して

おります。当期末までに、トーカイ開発㈱の株式譲渡を行い連結対象会社から外す予定で順調に

推移しておりますが、一連の再生手続きに遅れが生じた場合は、連結損益に大きな影響を与える

可能性があります。なお、連結通期業績に対する影響は、平成19年8月31日開示の「中間期およ

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を、民事再生手続きに関する詳細は同日開示の「当社

子会社の民事再生手続き開始の申立てに関するお知らせ」をご参照下さい。なお、開示文書は上

記ＵＲＬの当社ホームページからご覧いただけます。 

http://www.tokai-corp.com/�
http://www.nse.or.jp/�
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  12,550 9,878  12,983

２ 受取手形及び売掛金 ※４  11,922 12,351  12,297

３ 有価証券   29 29  29

４ たな卸資産   3,235 3,050  3,311

５ 繰延税金資産   1,515 1,704  1,441

６ その他   286 409  272

貸倒引当金   △114 △97  △100

流動資産合計   29,425 44.4 27,327 46.0  30,235 44.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 7,930 6,572 8,230 

(2) 機械装置及び運搬
具 

 1,972 1,423 1,905 

(3) 土地 ※２ 11,471 9,250 11,541 

(4) コース勘定  3,290 1,584 3,290 

(5) その他  1,443 26,108 1,009 19,839 1,217 26,184

２ 無形固定資産    

(1) のれん ※５ 787 1,183 1,079 

(2) その他  500 1,288 464 1,648 690 1,770

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 5,050 4,877 5,128 

(2) 繰延税金資産  1,372 2,727 1,081 

(3) その他  3,617 3,082 3,081 

貸倒引当金  △569 9,470 △79 10,608 △80 9,211

固定資産合計   36,867 55.6 32,095 54.0  37,166 55.1

資産合計   66,293 100.0 59,423 100.0  67,401 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※2,4  9,631 9,723  10,122

２ 短期借入金 ※２  5,775 6,633  5,036

３ 一年内償還社債 ※２  240 240  240

４ 未払法人税等   788 954  766

５ 賞与引当金   974 1,010  958

６ 役員賞与引当金   27 19  41

７ その他   3,883 3,386  3,532

流動負債合計   21,321 32.2 21,968 36.9  20,698 30.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２  2,390 3,150  3,270

２ 長期借入金 ※２  4,841 4,180  4,224

３ 退職給付引当金   1,127 1,192  1,163

４ 役員退職慰労引当金   980 1,016  1,007

５ 預り保証金   11,734 11,532  11,476

６ その他   2,658 1,551  2,502

固定負債合計   23,732 35.8 22,624 38.1  23,643 35.1

負債合計   45,053 68.0 44,592 75.0  44,341 65.8

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   7,782 11.7 7,782 13.1  7,782 11.6

２ 資本剰余金   2,844 4.3 4,336 7.3  4,336 6.4

３ 利益剰余金   2,535 3.8 1,202 2.0  3,895 5.8

４ 自己株式   △7 △0.0 △106 △0.2  △106 △0.2

株主資本合計   13,155 19.8 13,214 22.2  15,907 23.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,549 2.3 1,332 2.3  1,502 2.2

２ 土地再評価差額金   959 1.5 ― ―  959 1.4

評価・換算差額等 
合計 

  2,508 3.8 1,332 2.3  2,461 3.6

Ⅲ 少数株主持分   5,576 8.4 283 0.5  4,691 7.0

純資産合計   21,239 32.0 14,830 25.0  23,060 34.2

負債純資産合計   66,293 100.0 59,423 100.0  67,401 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   37,118 100.0 38,485 100.0  75,625 100.0

Ⅱ 売上原価   28,319 76.3 29,903 77.7  57,798 76.4

売上総利益   8,798 23.7 8,581 22.3  17,827 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,192 16.7 6,451 16.8  12,559 16.6

営業利益   2,605 7.0 2,130 5.5  5,268 7.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  11 17 25 

２ 受取配当金  40 53 66 

３ 預り保証金償却差額  52 43 109 

４ 助成金収入  14 5 34 

５ デリバティブ評価益  2 ― ― 

６ その他  133 253 0.7 183 302 0.8 342 579 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  89 95 179 

２ 株式交付費  ― ― 2 

３ 社債発行費  21 ― 39 

４ その他  22 133 0.4 32 127 0.3 80 302 0.4

経常利益   2,726 7.3 2,305 6.0  5,544 7.3

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 ※２ 0 ― ― 

２ 固定資産売却益 ※３ 1 0 131 

３ 投資有価証券売却益  13 ― 13 

４ 貸倒引当金戻入益  0 2 45 

５ その他  ― 16 0.1 ― 3 0.0 0 190 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 前期損益修正損 ※４ 21 ― 21 

２ 固定資産売却損 ※５ 0 0 18 

３ 固定資産除却損 ※６ 180 47 316 

４ 投資有価証券売却損  0 0 ― 

５ 投資有価証券評価損  0 0 0 

６ 減損損失 ※７ ― 7,276 19 

７ 災害損失  28 ― 28 

８ 事業再編損失  ― 114 ― 

９ その他  ― 231 0.6 23 7,462 19.4 0 404 0.5

税金等調整前中間(当
期)純利益又は税金等
調整前中間純損失(△) 

  2,511 6.8 △5,153 △13.4  5,330 7.0

法人税、住民税及び事
業税 

 751 942 1,544 

法人税等調整額  415 1,166 3.2 △2,551 △1,608 △4.2 805 2,350 3.1

少数株主利益   326 0.9 12 0.0  536 0.7

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△) 

  1,018 2.7 △3,557 △9.2  2,443 3.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,782 2,842 1,887 △17 12,494

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △65  △65

 役員賞与（注） △63  △63

 中間純利益 1,018  1,018

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式の処分 2 10 12

 土地再評価差額金取崩 △241  △241

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)  

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
－ 2 648 10 661

平成18年９月30日残高(百万円) 7,782 2,844 2,535 △7 13,155

 

評価・換算差額等 
 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 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,934 717 2,652 5,274 20,420

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △65

 役員賞与（注）  △63

 中間純利益  1,018

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  12

 土地再評価差額金取崩 241 241  －

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △385 － △385 301 △83

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △385 241 △144 301 818

平成18年９月30日残高(百万円) 1,549 959 2,508 5,576 21,239

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,782 4,336 3,895 △106 15,907

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △68  △68

 中間純損失 △3,557  △3,557

 連結子会社減少に伴う変動額 △25  △25

 自己株式の取得 △0 △0

 土地再評価差額金取崩 959  959

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)  

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
― ― △2,692 0 △2,692

平成19年９月30日残高(百万円) 7,782 4,336 1,202 △106 13,214

 

評価・換算差額等 
 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 1,502 959 2,461 4,691 23,060

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △68

 中間純損失  △3,557

 連結子会社減少に伴う変動額  △25

 自己株式の取得  △0

 土地再評価差額金取崩 △959 △959  ―

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △169 ― △169 △4,407 △4,577

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △169 △959 △1,128 △4,407 △8,229

平成19年９月30日残高(百万円) 1,332 ― 1,332 283 14,830
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(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 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,782 2,842 1,887 △17 12,494

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,491  1,491

 剰余金の配当（注） △65  △65

 剰余金の配当 △65  △65

 役員賞与（注） △63  △63

 当期純利益 2,443  2,443

 自己株式の取得 △99 △99

 自己株式の処分 2 10 12

 土地再評価差額金取崩 △241  △241

 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 

(百万円) 
－ 1,493 2,008 △88 3,413

平成19年３月31日残高(百万円) 7,782 4,336 3,895 △106 15,907

 

評価・換算差額等 
 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,934 717 2,652 5,274 20,420

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  1,491

 剰余金の配当（注）  △65

 剰余金の配当  △65

 役員賞与（注）  △63

 当期純利益  2,443

 自己株式の取得  △99

 自己株式の処分  12

 土地再評価差額金取崩 241 241  －

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △432 － △432 △582 △1,015

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △432 241 △191 △582 2,639

平成19年３月31日残高(百万円) 1,502 959 2,461 4,691 23,060

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間(当期)純利益又は税金等

調整前中間純損失(△)  
 2,511 △5,153 5,330

減価償却費  806 838 1,631

減損損失  ― 7,276 19

のれん償却額  117 180 272

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △8 △2 △511

賞与引当金の増減額(減少:△)  52 74 37

役員賞与引当金の増減額(減少:△)  27 △21 41

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △1,274 28 △1,238

役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  19 22 45

受取利息及び受取配当金  △51 △70 △92

支払利息  89 95 179

デリバティブ評価損益(評価益:△)  △2 0 △3

株式交付費  ― ― 2

社債発行費  21 ― 39

固定資産売却損益(売却益:△)  △0 △0 △113

固定資産除却損  180 47 316

投資有価証券売却損益(売却益:△)  △13 0 △13

投資有価証券評価損  0 0 0

売上債権の増減額(増加:△)  △97 △234 16

たな卸資産の増減額(増加:△)  △12 210 △88

仕入債務の増減額(減少:△)  234 △230 725

退職給付制度移行未払金の増減額（減少：

△） 
 1,090 △236 1,035

その他の流動負債の増減額(減少:△）  303 191 368

その他(純額)  △12 △75 △91

小計  3,980 2,939 7,912

利息及び配当金の受取額  47 64 83

利息の支払額  △74 △92 △159

法人税等の還付額  0 38 0

法人税等の支払額  △1,066 △784 △1,885

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,887 2,166 5,951
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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  △292 △1,297 △1,703

定期預金の払戻による収入  316 1,397 549

有価証券の取得による支出  △29 △29 △29

有価証券の償還による収入  19 29 19

有形固定資産の取得による支出  △892 △1,595 △2,181

有形固定資産の売却による収入  35 3 179

投資有価証券の取得による支出  △34 △10 △165

投資有価証券の売却による収入  17 3 18

連結子会社株式の追加取得による支出  △3 △4,456 △14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出 
※２ ― △27 ―

貸付けによる支出  △58 △120 △58

貸付金の回収による収入  45 5 49

その他(純額)  △169 △92 △499

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,044 △6,190 △3,835

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（純額）  △443 1,683 △408

長期借入れによる収入  600 1,100 1,200

長期借入金の返済による支出  △1,082 △1,227 △3,073

社債の発行による収入  978 ― 1,960

社債の償還による支出  △1,070 △120 △1,190

自己株式の取得又は売却による収支(純額)  27 △0 △71

配当金の支払額  △64 △68 △129

少数株主への配当金の支払額  △17 △2 △17

会員預託金の減少による支出  △79 △85 △190

割賦未払金の返済による支出  △350 △174 △604

その他(純額)  ― ― △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,499 1,105 △2,526

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 9 3

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  345 △2,909 △405

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,896 11,490 11,896

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 12,241 8,581 11,490
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 13社

 連結子会社名 

①大豊商事㈱ 

②㈱トーカイ(四国) 

③㈱プレックス 

④トーカイフーズ㈱ 

⑤㈱サン・シング東海 

⑥たんぽぽ薬局㈱ 

⑦㈱レインボー薬局 

⑧㈱ティ・アシスト 

⑨㈱リースキンサポート

⑩トーカイ開発㈱ 

⑪㈱日本情報マート 

⑫岐阜商事㈱ 

⑬新八幡木工㈱ 

 

連結子会社たんぽぽ薬

局㈱は、平成18年７月1

日付で連結子会社㈱高山

調剤センターを吸収合併

しております。 

(1) 連結子会社の数 11社

 連結子会社名 

①㈱トーカイ(四国) 

②㈱プレックス 

③トーカイフーズ㈱ 

④㈱サン・シング東海 

⑤たんぽぽ薬局㈱ 

⑥㈱ティ・アシスト 

⑦㈱リースキンサポート

⑧トーカイ開発㈱ 

⑨㈱日本情報マート 

⑩岐阜商事㈱ 

⑪新八幡木工㈱ 

 

 

 

連結子会社㈱トーカイ

(四国)は、平成19年８月

17日付で連結子会社大豊

商事㈱を吸収合併してお

ります。 

また、連結子会社であ

った㈱レインボー薬局

は、保有株式の売却に伴

い当中間連結会計期間よ

り連結の範囲から除外し

ております。 

(1) 連結子会社の数 13社

連結子会社名 

①大豊商事㈱ 

②㈱トーカイ(四国) 

③㈱プレックス 

④トーカイフーズ㈱ 

⑤㈱サン・シング東海 

⑥たんぽぽ薬局㈱ 

⑦㈱レインボー薬局 

⑧㈱ティ・アシスト 

⑨㈱リースキンサポート

⑩トーカイ開発㈱ 

⑪㈱日本情報マート 

⑫岐阜商事㈱ 

⑬新八幡木工㈱ 

 

連結子会社たんぽぽ薬

局㈱は、平成18年７月1

日付で連結子会社㈱高山

調剤センターを吸収合併

しております。 

 (2) 主要な非連結子会社の

名称 

①㈲玉藻リネンサービス

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

①㈲玉藻リネンサービス

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

①㈲玉藻リネンサービス

 (連結の範囲から除いた

理由) 

非連結子会社は、小規

模会社であり、総資産、

売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため

であります。 

(連結の範囲から除いた

理由) 

   同左 

(連結の範囲から除いた

理由) 

非連結子会社は、小規

模会社であり、総資産、

売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等はいずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法適用の非連結子

会社はありません。 

(1)  同左 (1)  同左 

 (2) 持分法適用の関連会社

はありません。 

 

(2)  同左 (2)  同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 持分法を適用していな

い主要な非連結子会社及

び関連会社 

 非連結子会社 

①㈲玉藻リネンサービス

(3) 持分法を適用していな

い主要な会社等の名称 

①㈲玉藻リネンサービス

(3) 持分法を適用していな

い主要な会社等の名称 

①㈲玉藻リネンサービス

 (持分法の適用から除い

た理由) 

 上記会社は、中間純損

益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性

がないため、持分法の適

用範囲から除外しており

ます。 

(持分法の適用から除い

た理由) 

  非連結子会社及び関連

会社は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(持分法の適用から除い

た理由) 

 非連結子会社及び関連

会社は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日

は、すべて中間連結決算日

と一致しております。 

   同左  連結子会社の決算日は、

すべて連結決算日と一致し

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 

  満期保有目的債券 

  …償却原価法(定額法)

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  …中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。) 

  時価のないもの 

  …移動平均法に基づく

原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

  満期保有目的債券 

  …同左 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  …同左 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

  …同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ①有価証券 

  満期保有目的債券 

  …同左 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

  …決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。) 

  時価のないもの 

  …同左 

 

 

 ②デリバティブ 

  …時価法 

 ②デリバティブ 

  …同左 

 ②デリバティブ 

  …同左 

  ③たな卸資産 

  …主として移動平均法

に基づく原価法 

 

 ③たな卸資産 

  …同左 

 ③たな卸資産 

  …同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

  建物(建物附属設備を

除く) 

  …定額法 

  その他の有形固定資産

  …定率法 

   ただし、連結子会社

のゴルフ場設備及び

スキー場設備は、定

額法を採用しており

ます。 

   主な耐用年数は以下

のとおりです。 

  建物及び構築物 

15～50年

  機械装置及び運搬具 

３～17年

(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 

  建物(建物附属設備を

除く) 

  …定額法 

  その他の有形固定資産

  …定率法 

   ただし、連結子会社

のゴルフ場設備及び

スキー場設備は、定

額法を採用しており

ます。 

   主な耐用年数は以下

のとおりです。 

  建物及び構築物 

15～50年

  機械装置及び運搬具 

３～17年

 （会計方針の変更） 

  法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した

有形固定資産について

は、改正後の法人税法に

基づく方法に変更してお

ります。 

  これに伴い、前中間連

結会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、営

業利益、経常利益はそれ

ぞれ20百万円減少し、税

金等調整前中間純損失は

20百万円増加しておりま

す。 

  なお、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。 

（追加情報） 

  平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産

については、償却可能限

度額までの償却が終了し

た翌年から５年間で均等

償却する方法によってお

ります。 

(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 

  建物(建物附属設備を

除く) 

  …定額法 

  その他の有形固定資産

  …定率法 

   ただし、連結子会社

のゴルフ場設備及び

スキー場設備は、定

額法を採用しており

ます。 

   主な耐用年数は以下

のとおりです。 

  建物及び構築物 

15～50年

  機械装置及び運搬具 

3～17年
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

    これに伴い、前中間連

結会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、営

業利益、経常利益はそれ

ぞれ38百万円減少し、税

金等調整前中間純損失は

38百万円増加しておりま

す。 

 

 ②無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

  …社内における利用可

能期間(５年)に基づく

定額法 

②無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

  …同左 

 

②無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

  …同左 

 

 (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

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

    同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

    同左 

  ②賞与引当金 

  従業員に支給する賞与

に充てるため、支給見込

額のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上して

おります。 

 ②賞与引当金 

    同左 

 ②賞与引当金 

  従業員に支給する賞与

に充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しており

ます。 

  ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備え

るため、当連結会計年度

における支給見込額の当

中間連結会計期間負担額

を計上しております。 

 （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間よ

り「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。 

  この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前

中間純利益は27百万円減

少しております。なお、

セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載

しております。 

 ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備え

るため、当連結会計年度

における支給見込額の当

中間連結会計期間負担額

を計上しております。 

 ③役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備え

るため、当連結会計年度

における支給見込額に基

づき計上しております。

 

 (会計方針の変更) 

  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 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。 

  この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ

41百万円減少しておりま

す。 

  なお、セグメント情報

に与える影響は、当該箇

所に記載しております。
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ④退職給付引当金 

  一部の連結子会社の従

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及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しており

ます。 

  また、当社において執

行役員の退職金の支給に

備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。 

 ④退職給付引当金 

  一部の連結子会社の従

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及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しており

ます。 

  また、当社において執

行役員の退職金の支給に

備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計

上しております。 

 ④退職給付引当金 

  一部の連結子会社の従

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及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法

により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しており

ます。 

  また、当社において執

行役員の退職金の支給に

備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上し

ております。 

 

 

 

 （追加情報） 

  当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平成18

年４月に適格退職年金制

度及び退職一時金制度か

ら確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用して

おります。 

  なお、確定拠出年金制

度への移換額1,318百万

円は、６年間で移換する

こととしており、当中間

連結会計期間末の未移換

額1,090百万円は未払金

（流動負債「その他」）

及び長期未払金（固定負

債「その他」）に計上し

ております。 

 （追加情報） 

  当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平成18

年４月に適格退職年金制

度及び退職一時金制度か

ら確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準委員

会 平成14年１月31日

企業会計基準適用指針第

１号）を適用しておりま

す。 

  なお、確定拠出年金制

度への移換額1,318百万

円は、６年間で移換する

こととしており、当連結

会計年度末の未移換額

1,035百万円は未払金

（流動負債「その他」）

及び長期未払金（固定負

債「その他」）に計上し

ております。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

    当社及び一部の連結子

会社は、役員退職慰労金

の支出に備えるため、内

規に基づく中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

   同左 

 

 ⑤役員退職慰労引当金 

  当社及び一部の連結子

会社は、役員退職慰労金

の支出に備えるため、内

規に基づく期末要支給額

を計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として処理しておりま

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

   同左 

 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

 (5) 重要なリース取引の処

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。

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

   同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

   同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。 

 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 

  …変動金利借入金 

 ③ヘッジ方針 

  金利スワップ取引で、

変動金利を固定化するこ

とにより将来の金利上昇

リスクを回避するもので

あります。 

 ④ヘッジ有効性の評価 

  特例処理の要件を充足

しているため、ヘッジ有

効性の評価を省略してお

ります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①ヘッジ会計の方法 

   同左 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

  …同左 

  ヘッジ対象 

  …同左 

 ③ヘッジ方針 

   同左 

 

 

 

 

 ④ヘッジ有効性の評価 

   同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ①ヘッジ会計の方法 

   同左 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

  …同左 

  ヘッジ対象 

  …同左 

 ③ヘッジ方針 

   同左 

 

 

 

 

 ④ヘッジ有効性の評価 

   同左 

 (7) その他中間連結財務諸

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の

方法 

  消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よっております。 

  ただし、資産に係る控

除対象外消費税等は、期

間費用として処理してお

ります。 

(7) その他中間連結財務諸

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の

方法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(7) その他連結財務諸表作

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の

方法 

  消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よっております。 

  ただし、資産に係る控

除対象外消費税等は、発

生連結会計年度の期間費

用としております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

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

か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    同左 

 

 
 

 

(6) 中間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 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日））及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８

号（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日））を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は15,663百万円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則に基づき作成しておりま

す。 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号（企業会

計基準委員会 平成 17年 12月９

日））及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８

号（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日））を適用しております。

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は18,369百万円でありま

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基

づき作成しております。 

 

―――――― ―――――― （企業結合に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「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

業会計基準適用指針第10号 平成18

年12月22日）を適用しております。
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(7) 表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、「連結調整勘

定」並びに無形固定資産の「その他」に含めて表示し

ていた営業権は、当中間連結会計期間より「のれん」

として表示しております。 
 
前中間連結会計期間まで、旧有限会社法に規定する

有限会社に対する出資持分は、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、会社法及

び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第２条第２項により、その持分が有価証券とみなされ

ることとなったことから、当中間連結会計期間より投

資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表示して

おります。 

なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に

含めた特例有限会社に対する出資持分は54百万円であ

ります。 

―――――― 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、「減価償却

費」に含めて表示しておりました営業権償却及び「連

結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間より「の

れん償却額」として表示しております。 

―――――― 

 
 

(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、21,657百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、21,914百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、21,297百万円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 
建物及び構築
物 

1,854百万円 

土地 3,589百万円 

投資有価証券 1,695百万円 

合計 7,139百万円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

現金及び預金 500 百万円
建物及び構築
物 

505 百万円

土地 592 百万円

投資有価証券 1,743 百万円

合計 3,341 百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

現金及び預金 500百万円
建物及び構築
物 

1,285百万円

土地 657百万円

投資有価証券 1,657百万円

合計 4,100百万円
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 
支払手形及び
買掛金 

102百万円 

短期借入金 610百万円 

長期借入金 5,635百万円 

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 6,347百万円 
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 
支払手形及び
買掛金 

114 百万円

短期借入金 1,570 百万円

社債 990 百万円

（一年内償還社債を含む） 

長期借入金 2,624 百万円

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 5,298 百万円
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 
支払手形及び
買掛金 

109百万円

短期借入金 805百万円

社債 560百万円

（一年内償還社債を含む） 

長期借入金 1,824百万円

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 3,299百万円
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

 ３ 保証債務 

(1) ㈱トーカイ従業員の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

㈱トーカイ従業員 

1人 1百万円 
 

 ３ 保証債務 

(1) ㈱トーカイ従業員の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

㈱トーカイ従業員 

1人 1百万円
 

 ３ 保証債務 

(1) ㈱トーカイ従業員の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

㈱トーカイ従業員 

1人 1百万円
 

(2) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

し、債務保証を行っております。 

 215百万円 
 

(2) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

し、債務保証を行っております。

 139百万円
 

(2) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

し、債務保証を行っております。

 174 百万円
 

(3) 連結会社以外の会社の金融機関

等からの借入に対し、債務保証を

行っております。 

シーシーエヌ㈱ 100百万円 

その他(１社) 1百万円 

合計 319百万円 
 

(3) 連結会社以外の会社の金融機関

等からの借入に対し、債務保証を

行っております。 

シーシーエヌ㈱ 79百万円

その他(１社) 0百万円

合計 220百万円
 

(3) 連結会社以外の会社の金融機関

等からの借入に対し、債務保証を

行っております。 

シーシーエヌ㈱ 90百万円

その他（１社） 0百万円

合計 267百万円
 

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

  なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会計

期間末日の残高に含まれておりま

す。 

受取手形 80百万円 

支払手形 258百万円 
 

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

  なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会計

期間末日の残高に含まれておりま

す。 

受取手形 62百万円

支払手形 111百万円
 

※４ 当連結会計年度末日の満期手

形の処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

  なお、当連結会計年度の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が連結会計年度末日の

残高に含まれております。 

 

受取手形 89百万円

支払手形 301百万円
 

※５ のれん及び負ののれんの表示 

  のれん及び負ののれんは、相殺

表示しております。相殺前の金額

は次のとおりであります。 

のれん 834百万円 

負ののれん 47百万円 

 差引 787百万円 
 

※５ のれん及び負ののれんの表示

  のれん及び負ののれんは、相殺

表示しております。相殺前の金額

は次のとおりであります。 

のれん 1,217百万円

負ののれん 34 百万円

 差引 1,183百万円
 

※５ のれん及び負ののれんの表示

  のれん及び負ののれんは、相殺

表示しております。相殺前の金額

は次のとおりであります。 

のれん 1,119百万円

負ののれん 40百万円

 差引 1,079百万円
  

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

貸倒引当金繰入額 2百万円 

給料手当 2,217百万円 

賞与引当金繰入額 362百万円 

退職給付費用 99百万円 

役員退職慰労引当
金繰入額 

29百万円 

役員賞与引当金繰
入額 

27百万円 

福利厚生費 568百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額 

貸倒引当金繰入額 3百万円

給料手当 2,208百万円

賞与引当金繰入額 474百万円

退職給付費用 87百万円

役員退職慰労引当
金繰入額 

48百万円

役員賞与引当金繰
入額 

19百万円

福利厚生費 567百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額 

貸倒引当金繰入額 7百万円

給料手当 4,779百万円

賞与引当金繰入額 453百万円

退職給付費用 173百万円

役員退職慰労引当
金繰入額 

55百万円

福利厚生費 1,182百万円
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※２ 前期損益修正益の内訳 

過年度売掛金の修
正 

0 百万円 
 

※２   ――――――  ※２   ――――――  

※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬
具 

0 百万円 

土地 0 百万円 

投資その他の資産
(その他) 

1 百万円 

合計 1 百万円 
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬
具 

0 百万円

合計 0 百万円
 

※３ 固定資産売却益の内訳 

土地 127 百万円

その他 3 百万円

合計 131 百万円
 

※４ 前期損益修正損の内訳 

過年度保証金等償
却額の修正 

20 百万円 

過年度売掛金の修
正 

1 百万円 

合計 21 百万円 
 

※４   ――――――  ※４ 前期損益修正損の内訳 

過年度保証金等償
却額の修正 

20 百万円

その他 1 百万円

合計 21 百万円
 

※５ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 0 百万円 

機械装置及び運搬
具 

0 百万円 

有形固定資産(そ
の他) 

0 百万円 

合計 0 百万円 
 

※５ 固定資産売却損の内訳 

機械装置及び運搬
具 

0 百万円

合計 0 百万円
 

※５ 固定資産売却損の内訳 

有形固定資産(そ
の他） 

14百万円

その他 3百万円

合計 18百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 158 百万円 

機械装置及び運搬
具 

13 百万円 

有形固定資産（そ
の他） 

7 百万円 

無形固定資産（そ
の他） 

0 百万円 

投資その他の資産
（その他） 

0 百万円 

合計 180 百万円 
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 15 百万円

機械装置及び運搬
具 

7 百万円

有形固定資産（そ
の他） 

10 百万円

投資その他の資産
（その他） 

14 百万円

その他 0 百万円

合計 47 百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 261百万円

機械装置及び運搬
具 

24百万円

投資その他の資産
（その他） 

17百万円

その他 12百万円

合計 316百万円
 

※７   ――――――  

 

 

 

 

 

 

 

 

※７ 減損損失の内訳等 

(1) 減損損失を認識した資産グル

ープの概要 

① 用途 

会員制サービス事業のスポー

ツ関連施設及び遊休不動産等 

② 種類及び場所 

 スポーツ関連施設は、ゴルフ

場「瑞浪トーカイカントリーク

ラブ」（岐阜県瑞浪市）「上宝

トーカイカントリークラブ」

（岐阜県高山市）及びスキー場

「ホワイトピアたかす」（岐阜

県郡上市）の３施設について、

遊休不動産は、岐阜県羽島市他

に保有する土地等について減損

損失を計上しました。 

 

※７ 減損損失の内訳等 

(1) 減損損失を認識した資産グル

ープの概要 

① 用途 

 調剤サービス事業の調剤薬局

施設 

② 種類及び場所 

 調剤薬局施設のうち、岐阜県

不破郡及び愛知県一宮市に保有

する店舗建物施設等の減損損失

を計上しました。  
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※７   ――――――  ③ 減損損失の内訳 

（スポーツ関連施設） 

建物及び構築物 2,020百万円

機械装置及び運

搬具 
641百万円

土地 2,693百万円

コース勘定 1,705百万円

その他 213百万円

  計 7,274百万円

（遊休不動産等） 

土地 1百万円

その他 0百万円

  計 1百万円

 合計 7,276百万円
 

③ 減損損失の内訳 

（不動産等） 
 建物及び構築物 14百万円

 その他 4百万円

  計 19百万円
 

 (2) 資産のグルーピングの方法 

当社グループは、事業の区分をも

とに、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

主に事業所を単位として資産のグル

ーピングを行っております。 

なお、減損損失を認識したスポー

ツ関連施設及び遊休不動産等につい

ては、それぞれ個別の物件毎にグル

ーピングしております。 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 

スポーツ関連施設は、トーカイ開

発㈱の民事再生手続きの開始を受け

て譲渡先への譲渡予定価額まで減損

損失を認識しました。 

遊休不動産等は、継続的に地価が

下落している資産について減損損失

を認識しました。 

(4) 回収可能価額の算定方法 

スポーツ関連施設の回収可能価額

は、譲渡先との経営支援に関する契

約書等により評価しています。 

 また、遊休不動産等の回収可能価

額は、正味売却価額により測定して

おり、固定資産税評価額を合理的に

調整した価格等を使用しておりま

す。 

 

(2) 資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、事業の区分をも

とに、概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

主に事業所を単位として資産のグル

ーピングを行っております。 

 なお、減損損失を認識した不動産

等については、それぞれ個別の物件

毎にグルーピングしております。 

 

(3) 減損損失の認識に至った経緯 

 調剤薬局施設のうち、営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスの

施設について減損損失を認識しまし

た。 

 

 

 

(4) 回収可能価額の算定方法 

 調剤薬局施設の回収可能価額は、

閉店が見込まれる店舗は、閉店まで

の営業キャッシュ・フローを見込ん

で算定しております。その他の店舗

は、将来キャッシュ・フローの総額

に基づき算定した価格を使用してお

ります。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 16,299 － － 16,299

合計 16,299 － － 16,299

自己株式  

 普通株式(注) 16 0 8 7

合計 16 0 8 7

（注）変動事由の概要 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  0千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 子会社の所有する親会社株式の処分 8千株（親会社の持分に相当する株式数） 

 単元未満株式の処分による減少   0千株 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 65 4.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末

後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月20日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 65 4.00 平成18年９月30日 平成18年12月12日

 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 17,270 － － 17,270

合計 17,270 － － 17,270

自己株式  

 普通株式(注) 78 0 － 78

合計 78 0 － 78

（注）変動事由の概要 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  0千株 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 
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３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 68 4.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末

後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年11月14日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 68 4.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

 

前連結会計年度(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 

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式(注1) 16,299 971 － 17,270

合計 16,299 971 － 17,270

自己株式  

 普通株式(注2) 16 70 8 78

合計 16 70 8 78

(注) １ 普通株式の変動理由の概要 

 当社を完全親会社とし、たんぽぽ薬局㈱を完全子会社とする株式交換により、平成18年10月１日付で株

式交換日現在のたんぽぽ薬局㈱の株主名簿記載の株主に対して、当社の普通株式971,000株を新たに発行

し、割当交付したことによる増加であります。 

２ 自己株式の変動事由の概要 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加        70千株 

 単元未満株式の買取りによる増加  0千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 子会社の所有する親会社株式の処分 8千株（親会社の持分に相当する株式数） 

 単元未満株式の買増請求による減少 0千株 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 65 4.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月20日 
取締役会 

普通株式 65 4.00 平成18年９月30日 平成18年12月12日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円） 

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 利益剰余金 68 4.00 平成19年３月31日 平成19年6月29日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 12,550 百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△309 百万円

現金及び 
現金同等物 

12,241 百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係(平成19年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 9,878 百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△1,297 百万円

現金及び 
現金同等物 

8,581 百万円
 

※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 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 12,983百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△1,493百万円

現金及び 
現金同等物 

11,490 百万円
 

※２   ――――――  

 

※２ 株式売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債

の主な内訳 

   株式の一部売却により㈱レイ

ンボー薬局が連結子会社でなく

なったことに伴う売却時の資産

及び負債の内訳並びに㈱レイン

ボー薬局株式の売却価額と売却

による支出は次のとおりです。

流動資産 499 百万円

固定資産 48 百万円

流動負債 △220 百万円

固定負債 △13 百万円

少数株主持分 △154 百万円

連結除外によ
る減少 

△25 百万円

㈱レインボー
薬局株式の売
却価額 

133 百万円

㈱レインボー
薬局現金及び
現金同等物 

△161 百万円

差引：売却に

よる支出 
△27 百万円

 

※２   ――――――  

 

３   ――――――  ３   ――――――  ３ 重要な非資金取引の内容 

株式交換による資本剰余金増加

高 

 1,491百万円
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

調剤 
サービス
(百万円)

環境 
サービス
(百万円)

会員制
サービス
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に対
する売上高 

17,434 10,895 4,994 650 3,142 37,118 ― 37,118

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

161 0 176 21 1 361 (361) ―

計 17,596 10,895 5,171 672 3,143 37,479 (361) 37,118

営業費用 15,494 10,236 4,758 784 3,007 34,281 230 34,512

営業利益又は 
営業損失(△) 

2,101 658 412 △111 136 3,197 (591) 2,605

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

調剤 
サービス
(百万円)

環境 
サービス
(百万円)

会員制
サービス
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に対
する売上高 

17,881 11,827 4,976 650 3,149 38,485 ― 38,485

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

31 0 254 16 1 304 (304) ―

計 17,913 11,827 5,230 666 3,150 38,789 (304) 38,485

営業費用 16,497 10,955 4,846 776 3,001 36,077 277 36,355

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,416 872 384 △109 149 2,712 (581) 2,130

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
健康生活 
サービス 
(百万円) 

調剤 
サービス
(百万円)

環境 
サービス
(百万円)

会員制
サービス
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に対
する売上高 

34,717 22,490 10,048 1,549 6,819 75,625 ― 75,625

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

286 0 359 40 3 689 (689) ―

計 35,004 22,490 10,408 1,589 6,822 76,315 (689) 75,625

営業費用 31,109 21,026 9,628 1,641 6,448 69,855 502 70,357

営業利益又は 
営業損失(△) 

3,894 1,464 779 △52 373 6,459 (1,191) 5,268
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(注) １ 事業区分の方法 

当社は、提供するサービスの内容によって、快適な療養、生活をサポートする事業として「健康生活サー

ビス」、調剤技術を通じて地域医療をサポートする事業として「調剤サービス」、快適な空間づくりをサ

ポートする事業として「環境サービス」、快適な暮らしをサポートする事業として「会員制サービス」、

上記以外の物品製造販売業務として「その他」に事業区分しております。 

 

２ 各事業区分の主要サービスは、次のとおりであります。 

事業区分 売上区分 主要サービス 

病院関連事業 
病院用寝具類・白衣のレンタル、医療関連商品の販売及び

レンタル、看護補助業務 

給食事業 病院等の給食の受託運営 

シルバー事業 
介護用品・機器等の販売及びレンタル、その他介護用品類

のレンタルに付随したサービス 

寝具・リネンサプラ

イ関連事業 

寝具類・寝装品類の販売及びレンタル、その他寝具類のレ

ンタルに付随したサービス 

クリーニング設備製

造事業 

クリーニング設備の製造及び販売 

健康生活サービス

その他 アクアクララ（水の宅配）、損害保険代理店 

調剤サービス 調剤薬局事業 調剤薬局の経営 

リースキン事業 
リースキン商品・グリーンジョイ(人工樹木)商品の販売及

びレンタル、マット・モップ等の洗濯加工 

ビル清掃管理事業 建物の清掃及び管理、害虫駆除 
環境サービス 

不動産賃貸事業 不動産賃貸 

スポーツ関連事業 ゴルフ場及びスキー場の経営 
会員制サービス 

情報提供事業 経営情報の提供 

商事業務事業 工具・工作機械の販売 
その他 

木製品製造事業 木製品の製造及び販売 

 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、提出会社の総務部門等管理

部門に係る費用であります。 

前中間連結会計期間 606 百万円

当中間連結会計期間 593 百万円

前連結会計年度 1,213 百万円

 

４ 会計処理方法の変更 

（前中間連結会計期間） 

役員賞与に関する会計基準の適用 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3)重要

な引当金の計上基準 ③役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期間か

ら「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当中間連結会計期間の

営業費用は「調剤サービス」が5百万円、「会員制サービス」が0百万円、「その他」が13百万円、「消

去又は全社」が8百万円増額し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 
 

（当中間連結会計期間） 

法人税法の改正に伴う減価償却方法の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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」に記載のとおり、当中間連結会計期間から法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更により、従

来と同一の方法を採用した場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は「健康生活サービス」が15百

万円、「調剤サービス」が0百万円、「環境サービス」が2百万円、「会員制サービス」が0百万円、

「その他」が0百万円、「消去又は全社」が1百万円増額し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 
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 また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額までの償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。この変更により、従来と同一の方法を採用

した場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は「健康生活サービス」が23百万円、「調剤サービ

ス」が0百万円、「環境サービス」が3百万円、「会員制サービス」が11百万円、「その他」が0百万円、

「消去又は全社」が0百万円増額し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

（前連結会計年度） 

役員賞与に関する会計基準の適用 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3)重要な引

当金の計上基準 ③役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度から「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用して

おります。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は

「調剤サービス」が10百万円、「会員制サービス」が1百万円、「その他」が13百万円、「消去又は全

社」が17百万円増額し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

金融債 29

 

29 △0

計 29 29 △0

区分 
取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

差額 

(百万円) 

(2) その他有価証券 

① 株式 1,792

 

4,171 2,378

② 債券  

国債・地方債等 9 10 0

社債 54 47 △7

③ その他 171 219 47

計 2,029 4,449 2,419

(注) 時価のある有価証券の減損に当たっては、中間連結会計期間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うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
その他有価証券  

① 非上場株式 512

② 投資事業有限責任組合への出資 8

計 520

 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

金融債 29

 

29 △0

計 29 29 △0

区分 
取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

差額 

(百万円) 

(2) その他有価証券  

① 株式 1,902 3,975 2,072

② 債券  

国債・地方債等 9 10 0

社債 54 50 △4

③ その他 182 230 47

計 2,149 4,265 2,116

(注) 有価証券について0百万円(その他有価証券で時価のある株式0百万円)減損処理を行っており、減損処理後

の金額を取得原価としております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間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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２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
その他有価証券  

① 非上場株式 535

② 投資事業有限責任組合への出資 1

計 536

 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 
(1) 満期保有目的の債券 

金融債 29
 

29 0
計 29 29 0

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2) その他有価証券  

① 株式 1,916 4,229 2,312

② 債券  

国債・地方債等 9 10 0

社債 54 49 △5

③ その他 177 236 59

計 2,158 4,524 2,366

(注) 有価証券について0百万円(その他有価証券で時価のある株式0百万円)減損処理を行っており、減損処理後

の金額を取得原価としております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度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。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
その他有価証券  

① 非上場株式 515

② 投資事業有限責任組合への出資 7

計 522
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度 
(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 961.44円
 

１株当たり純資産額 846.16円
 

１株当たり純資産額 1,068.46円
 

１株当たり中間純利益 62.55円
 

１株当たり中間純損失 206.92円
 

１株当たり当期純利益 145.82円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
ない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
中間純利益については、１株当たり
中間純損失であり、また、潜在株式
がない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、潜在株式が
ないため記載しておりません。 
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 21,239 14,830 23,060 

純資産の部の合計額から控除
する金額(百万円) 

5,576 283 4,691 

 （うち、少数株主持分） (5,576) (283) (4,691)

普通株式に係る中間期末(期
末)の純資産額(百万円) 

15,663 14,547 18,369 

１株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末(期末)の
普通株式の数(千株) 

16,292 17,192 17,192 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益又は中間純
損失(△)(百万円) 

1,018 △3,557 2,443 

普通株主に帰属しない金額
（百万円） 

― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純
利益又は中間純損失(△)(百
万円) 

1,018 △3,557 2,443 

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

16,285 17,192 16,758 
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(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（たんぽぽ薬局㈱との株式交換に

関する事項） 

  当社は平成18年10月1日付け

で、たんぽぽ薬局㈱を当社の完

全子会社とする株式交換を実施

いたしました。 

  この株式交換により、資本剰

余金は1,491百万円増加し、資本

金は7,782百万円、資本剰余金は

4,334百万円、発行済株式総数は

17,270,673株となっておりま

す。株式交換の概要は、以下の

とおりであります。 

(1) 株式交換の内容 

  当社を完全親会社とし、たん

ぽぽ薬局㈱を完全子会社する株

式交換 

(2) 株式交換の日 

  平成18年10月１日 

(3) 株式交換の方法 

  株式交換日現在のたんぽぽ薬

局㈱の株主名簿記載の株主に対

して、当社は普通株式971,000株

を新たに発行し、割当交付いた

しました。 

(4) 株式交換比率 

 当社 たんぽぽ薬局㈱ 

株式交換 

比率 
１ 1,000 

(5) たんぽぽ薬局㈱の資産・負債の

状況（平成18年3月31日） 

資産金額 

（百万円） 

負債金額 

（百万円） 

流動資産 5,652 流動負債 4,370 

固定資産 2,874 固定負債  214 

資産合計 8,526 負債合計 4,584 

(6) たんぽぽ薬局㈱の概要 

（平成18年３月31日現在） 

代表者 代表取締役社長 河原照忠 

資本金 693百万円 

住所 岐阜県岐阜市若宮町九丁目 

      16番地 

事業の内容 調剤薬局の運営 

業績（平成18年３月期） 

 売上高   19,282百万円 

 経常利益   1,753百万円 

 当期純利益  1,055百万円 

（岐阜商事㈱の株式譲渡に関する

事項） 

  当社は平成19年８月31日開催

の取締役会において、下記のと

おり、保有する岐阜商事㈱の全

株式譲渡を決議し、平成19年10

月22日付で株式譲渡契約書を締

結し、平成19年10月31日付で全

株式を譲渡いたしました。 

(1)株式譲渡の理由 

  当社グループのコアビジネス

である病院関連事業・調剤関連

事業をはじとするヘルスケア事

業へのグループ経営資源の集中

による強化、ならびに岐阜商事

㈱が譲渡先であるフルサト工業

㈱とのシナジー効果により着実

に成長すると判断し、譲渡を決

定したものであります。 

(2) 譲渡先 

 フルサト工業㈱ 

(3) 売却時期 

 平成19年10月31日 

(4) 対象となる連結子会社の名

称、事業内容 

 会社名 岐阜商事㈱ 

 資本金 10百万円 

    （平成19年9月30日現在） 

 持株比率 97.80% 

 事業内容 工具・工作機械の販売 

(5)売却する株式の数、売却損益及

び売却後の持株比率 

 売却する株式の数 136,918株 

 売却価格 2,948百万円 

 影響額 

  第53期（平成20年3月期）の業

績への影響は連結決算において

約13億円の売却益を見込んでお

ります。 

 売却後の持株比率 －%  

 

（大豊商事株式会社の株式取得に

関する事項） 

  当社は平成19年６月21日開催

の取締役会において、下記のと

おり、大豊商事㈱の株式取得を

決議し、平成19年６月21日付で

株式取得を実施し完全子会社と

いたしました。 

(1) 株式取得の理由 

  当社グループでは、『清潔と

健康』を事業テーマに掲げ、健

康生活サービス事業を中核にシ

ルバー事業、病院関連事業、調

剤薬局事業などを推進しており

ますが、今後もこの分野では高

齢化社会の進展や医療機関から

のアウトソーシング事業の拡充

を背景に、持続的な成長を見込

んでおり、医療・介護分野にお

けるアウトソーシング・ビジネ

スのパイオニアを目指しており

ます。 

  このような事業分野において

更なる飛躍を遂げるためには、

相互に事業ノウハウが共有で

き、しかも規模の拡大と効率化

の推進が可能なパートナーとし

て大豊商事㈱の全株式を取得す

ることは、より一層の企業体質

強化を図ると共に企業価値の向

上を目指すこととなり、当社グ

ループにとって大きな戦力にな

るものと考えております。 

(2) 株式を取得した会社の概要 

①商号  大豊商事株式会社 

②代表者 代表取締役 河野 猛 

③所在地 香川県高松市鍛冶屋町1

番地5 

④資本金 100百万円 

⑤事業の内容 不動産管理、その

他 

⑥事業の規模 売上高18百万円

（平成19年３月期） 

(3) 株式の取得先及び株式取得日 

主な取得先 河野 恵子他２名 

株式取得日 平成19年６月21日 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (4) 取得した株式の数、取得価額

及び取得前後の所有株式の状況 

取得した株式の数 98,000株 

取得価額 4,452百万円  

当社の所有議決権数 

 異動前  102,000個 

 異動後  200,000個 

当社の所有議決権割合 

 異動前    51.0％ 

 異動後   100.0％ 

(5) 大豊商事株式会社の重要な子

会社の概要 

①商号  株式会社トーカイ 

②所在地 香川県高松市鶴市町

2025番地3 

③資本金 56百万円 

④事業の内容 

 シルバー事業、病院リネンサプ

ライ事業、病院給食事業、ホテ

ルリネンサプライ事業、その他 

⑤事業の規模 売上高9,019百万円

(平成19年３月期) 

 

 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間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。 
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５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,617 936 3,489 

２ 受取手形 ※４ 362 310 357 

３ 売掛金  3,959 3,998 3,722 

４ たな卸資産  1,120 921 1,203 

５ 繰延税金資産  1,161 1,327 1,097 

６ その他  150 286 123 

貸倒引当金  △74 △56 △56 

流動資産合計   10,297 30.9 7,724 19.9  9,936 28.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 3,136 3,635 3,369 

(2) 土地 ※２ 4,737 5,022 4,726 

(3) その他  1,918 1,994 1,762 

  計  9,791 10,651 9,859 

２ 無形固定資産  266 361 420 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 3,867 3,752 3,857 

(2) 関係会社株式  6,817 12,776 8,320 

(3) 関係会社長期貸付
金 

 121 176 118 

(4) 繰延税金資産  774 2,052 441 

(5) 差入保証金  262 267 263 

(6) その他  1,701 1,188 1,203 

貸倒引当金  △534 △44 △44 

  計  13,008 20,169 14,159 

固定資産合計   23,066 69.1 31,182 80.1  24,439 71.1

資産合計   33,364 100.0 38,907 100.0  34,375 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  2,927 2,941 3,117 

２ 短期借入金 ※２ 4,243 6,036 3,436 

３ １年内償還社債 ※２ 240 240 240 

４ 未払金  2,318 1,898 1,793 

５ 未払法人税等  51 50 72 

６ 賞与引当金  345 354 353 

７ 役員賞与引当金  8 ― 17 

８ その他  294 296 302 

流動負債合計   10,429 31.3 11,818 30.4  9,333 27.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２ 2,390 3,150 3,270 

２ 長期借入金 ※２ 4,412 3,938 3,941 

３ 退職給付引当金  81 85 86 

４ 役員退職慰労引当金  165 187 171 

５ 関係会社整理損失引
当金 

 ― 3,437 ― 

６ その他  1,635 1,212 1,498 

固定負債合計   8,685 26.0 12,010 30.8  8,968 26.1

負債合計   19,114 57.3 23,829 61.2  18,301 53.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   7,782 23.3 7,782 20.0  7,782 22.6

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金  2,842  2,842  2,842 

 (2)その他資本剰余金  ― 1,491 1,491 

 資本剰余金合計   2,842 8.5 4,334 11.2  4,334 12.6

３ 利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

固定資産圧縮積立 
金 

 25 64 65 

  別途積立金  761 761 761 

  繰越利益剰余金  1,768 1,337 2,246 

利益剰余金合計   2,555 7.7 2,163 5.6  3,073 9.0

４ 自己株式   △7 △0.0 △106 △0.3  △106 △0.3

株主資本合計   13,172 39.5 14,173 36.5  15,083 43.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
差額金 

  1,077 3.2 905 2.3  990 2.9

評価・換算差額等合
計 

  1,077 3.2 905 2.3  990 2.9

純資産合計   14,249 42.7 15,078 38.8  16,073 46.8

負債純資産合計   33,364 100.0 38,907 100.0  34,375 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   15,202 100.0 15,735 100.0  30,431 100.0

Ⅱ 売上原価   9,967 65.6 10,957 69.6  20,116 66.1

売上総利益   5,234 34.4 4,777 30.4  10,314 33.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,017 26.4 4,176 26.6  8,117 26.7

営業利益   1,217 8.0 601 3.8  2,197 7.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  278 1.8 343 2.2  389 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  102 0.6 94 0.6  233 0.8

経常利益   1,394 9.2 850 5.4  2,353 7.7

Ⅵ 特別利益   9 0.1 ― ―  181 0.6

Ⅶ 特別損失 ※３  162 1.1 3,489 22.2  259 0.8

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失(△) 

  1,241 8.2 △2,639 △16.8  2,275 7.5

法人税、住民税及び
事業税 

 22 24 44 

法人税等調整額  446 468 3.1 △1,822 △1,797 △11.5 874 918 3.0

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△) 

  773 5.1 △841 △5.3  1,356 4.5
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 固定資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

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

中間会計期間中の変動額    

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 （注） 

 △1 1 ―  ―

 剰余金の配当（注）  △65 △65  △65

 役員賞与（注）  △30 △30  △30

 中間純利益  773 773  773

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分   0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― △1 ― 678 677 △0 677

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

 

評価・換算差額等 

 その他有価 
証券評価差 
額金 

評価・換算
差額等合計

純資産

合計 

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

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 
 （注）  ―

 剰余金の配当（注）  △65

 役員賞与（注）  △30

 中間純利益  773

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  0

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

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △252 △252 424

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

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 
準備金 

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 固定資産

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成19年３月31日残高 
(百万円) 7,782 2,842 1,491 4,334 65 761 2,246 3,073 △106 15,083

中間会計期間中の変動額     

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩 

  △0 0 ―  ―

 剰余金の配当   △68 △68  △68

 中間純損失   △841 △841  △841

 自己株式の取得    △0 △0

 株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額(純
額) 

  
  ―

中間会計期間中の変動額合
計(百万円) 

― ― ― ― △0 ― △909 △910 △0 △910

平成19年９月30日残高 
(百万円) 7,782 2,842 1,491 4,334 64 761 1,337 2,163 △106 14,173

 

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19年３月31日残高 
(百万円) 990 990 16,073

中間会計期間中の変動額   

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩   ―

 剰余金の配当   △68

 中間純損失   △841

 自己株式の取得   △0

 株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額(純
額) 

△85 △85 △85

中間会計期間中の変動額合
計(百万円) △85 △85 △995

平成19年９月30日残高 
(百万円) 905 905 15,078
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 固定資産

圧縮積立金
別途 
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

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

事業年度中の変動額     

 新株の発行   1,491 1,491   1,491

 固定資産圧縮積立金の 
 積立 

  41 △41 ―  ―

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩（注） 

  △1 1 ―  ―

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩 

  △1 1 ―  ―

 剰余金の配当（注）   △65 △65  △65

 剰余金の配当   △65 △65  △65

 役員賞与（注）   △30 △30  △30

 当期純利益   1,356 1,356  1,356

 自己株式の取得    △99 △99

 自己株式の処分    0 0

 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 
(百万円) ― ― 1,491 1,491 39 ― 1,157 1,196 △99 2,588

平成19年３月31日残高 
(百万円) 7,782 2,842 1,491 4,334 65 761 2,246 3,073 △106 15,083

 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

評価・換
算差額等
合計 

純資産

合計 

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

事業年度中の変動額   

 新株の発行   1,491

 固定資産圧縮積立金の 
 積立   ―

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩（注）   ―

 固定資産圧縮積立金の 
 取崩   ―

 剰余金の配当（注）   △65

 剰余金の配当   △65

 役員賞与（注）   △30

 当期純利益   1,356

 自己株式の取得   △99

 自己株式の処分   0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △339 △339 △339

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △339 △339 2,248

平成19年３月31日残高 
(百万円) 990 990 16,073

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります 
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定して

おります。) 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …同左 

 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …同左 

 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定しており

ます。) 

    時価のないもの 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

   時価のないもの 

   …同左 

   時価のないもの 

   …同左 

 (2) デリバティブ 

   …時価法 

(2) デリバティブ 

   …同左 

(2) デリバティブ 

   …同左 

 (3) たな卸資産 

  商品 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

  資材及び貯蔵品 

   …移動平均法に基づ

く原価法 

(3) たな卸資産 

  商品 

   …同左 

 

  資材及び貯蔵品 

   …同左 

(3) たな卸資産 

  商品 

   …同左 

 

  資材及び貯蔵品 

   …同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を

除く) 

   …定額法 

  その他の有形固定資産

   …定率法 

主な耐用年数は以

下のとおりです。 

建物  15～50年 

その他  3～20年 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を

除く) 

   …定額法 

  その他の有形固定資産

   …定率法 

主な耐用年数は以

下のとおりです。 

建物  15～50年 

その他  3～20年 

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した

有形固定資産について

は、改正後の法人税法に

基づく方法に変更してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を

除く) 

   …定額法 

  その他の有形固定資産

   …定率法 

主な耐用年数は以

下のとおりです。 

建物  15～50年 

その他  3～20年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

    これに伴い、前中間会

計期間と同一の方法のよ

った場合と比べ、営業利

益、経常利益はそれぞれ

18百万円減少し、税引前

中間純損失は18百万円増

加しております。 

（追加情報） 

  平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産

については、償却可能限

度額までの償却が終了し

た翌年から５年間で均等

償却する方法によってお

ります。 

  これに伴い、前中間会

計期間と同一の方法のよ

った場合と比べ、営業利

益、経常利益はそれぞれ

11百万円減少し、税引前

中間純損失は11百万円増

加しております。 

 

 (2) 無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

   …社内における利用

可能期間(５年)に

基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

   …同左 

(2) 無形固定資産 

  ソフトウェア(自社利

用分) 

   …同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額の

うち当中間会計期間の負担

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

    同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額の

うち当事業年度の負担額を

計上しております。 

 (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備える

ため、当事業年度における

支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備える

ため、当事業年度における

支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備える

ため、当事業年度における

支給見込額に基づき計上し

ております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （会計方針の変更） 

 当中間会計期間より

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。 

 この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税引前中間純

利益は8百万円減少して

おります。 

 （会計方針の変更） 

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 平成17

年11月29日 企業会計基準

第４号）を適用しておりま

す。 

 この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は

17百万円減少しておりま

す。  

 (4) 退職給付引当金 

 執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

 執行役員の退職金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

 （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平成18

年４月に適格退職年金制

度及び退職一時金制度か

ら確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用して

おります。 

 なお、確定拠出年金制

度への移換額1,318百万

円は、６年間で移換する

こととしており、当中間

会計期間末の未移換額

1,090百万円は、「未払

金」及び長期未払金（固

定負債「その他」）に計

上しております。 

 （追加情報） 

 当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平成18

年４月に適格退職年金制

度及び退職一時金制度か

ら確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準委員

会 平成14年１月31日

企業会計基準適用指針第

１号）を適用しておりま

す。 

 なお、確定拠出年金制

度への移換額1,318百万

円は、６年間で移換する

こととしており、当事業

年度末の未移換額1,035

百万円は、「未払金」及

び長期未払金（固定負債

「その他」）に計上して

おります。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

    同左 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

 (6)    ―――――― (6) 関係会社整理損失引当

 金 

 関係会社の整理に係る

損失に備えるため、関係

会社の財政状態及び経営

成績を勘案し、損失見込

額を計上しております。

(6)    ―――――― 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

   同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

    同左     同左 

６ ヘッジ会計の方法 イ.ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対 

 象 

 ヘッジ手段 

   …金利スワップ取引

 ヘッジ対象 

   …変動金利借入金 

ハ.ヘッジ方針 

  金利スワップ取引で、

変動金利を固定化するこ

とにより将来の金利上昇

リスクを回避するもので

あります。 

ニ.ヘッジ有効性の評価 

  特例処理の要件を充足

しているため、ヘッジ有

効性の評価を省略してお

ります。 

イ.ヘッジ会計の方法 

    同左 

 

 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対 

 象 

 ヘッジ手段 

   …同左 

 ヘッジ対象 

   …同左 

ハ.ヘッジ方針 

    同左 

 

 

 

 

ニ.ヘッジ有効性の評価 

    同左 

 

イ.ヘッジ会計の方法 

    同左 

 

 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対 

 象 

 ヘッジ手段 

   …同左 

 ヘッジ対象 

   …同左 

ハ.ヘッジ方針 

    同左 

 

 

 

 

ニ.ヘッジ有効性の評価 

    同左 

 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 ただし、資産に係る控除

対象外消費税等は、期間費

用として処理しておりま

す。 

 なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺のうえ、

貸借対照表上流動負債の

「その他」に含めて表示し

ております。 

 

消費税等の会計処理 

    同左 

 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 ただし、資産に係る控除

対象外消費税等は、発生事

業年度の期間費用としてお

ります。 
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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) 

 当中間期から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日））及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日））を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は14,249百万円であり、同

基準を適用した場合と同額でありま

す。 

 なお、当中間期における中間貸借

対照表の純資産の部については、中

間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき

作成しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日））及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日））を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は16,073百万円でありま

す。 

なお、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、財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の財

務諸表等規則に基づき作成しており

ます。 

 

―――――― ―――――― （企業結合に関する会計基準） 

 当事業年度から「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

会計基準適用指針第10号 平成18年

12月22日）を適用しております。 

 

 

 

(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,295百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,354百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、6,967百万円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建物 683 百万円 

土地 186 百万円 

投資有価証券 1,226 百万円 

合計 2,097 百万円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建物 173 百万円

土地 152 百万円

投資有価証券 1,262 百万円

合計 1,588 百万円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次の

とおりであります。 

建物 947百万円

土地 186百万円

投資有価証券 1,140百万円

合計 2,275百万円
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 

短期借入金 200 百万円 

長期借入金 1,694 百万円 

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 1,894 百万円 
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 

社債 990 百万円

（一年内償還社債を含む） 

短期借入金 880 百万円

長期借入金 2,421 百万円

(一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 4,291 百万円
 

 担保付債務は、次のとおりであ

ります。 

社債 560百万円

（一年内償還社債を含む） 

短期借入金 100百万円

長期借入金 1,611百万円

（一年内に返済する長期借入金を含

む) 

合計 2,271百万円
 

 ３ 保証債務 

(1) 次の会社の銀行借入等について

保証を行っております。 

㈱日本情報マート 265 百万円 

㈱サン・シング東

海 
111 百万円 

シーシーエヌ㈱ 100 百万円 

トーカイフーズ㈱ 30百万円 

その他(１社) 1百万円 
 

 ３ 保証債務 

(1) 次の会社の銀行借入等について

保証を行っております。 

㈱日本情報マート 228百万円

㈱サン・シング東

海 
96百万円

シーシーエヌ㈱ 79百万円

その他(１社) 0百万円
 

 ３ 保証債務 

(1) 次の会社の銀行借入等について

保証を行っております。 

㈱日本情報マート 247 百万円

トーカイフーズ㈱ 162 百万円

㈱サン・シング東

海 
104 百万円

シーシーエヌ㈱ 90百万円

その他(１社) 0百万円
 

(2) 当社従業員の銀行借入について

保証を行っております。 

当社従業員 1人 1 百万円 
 

(2) 当社従業員の銀行借入について

保証を行っております。 

当社従業員 1人 1百万円
 

(2) 当社従業員の銀行借入について

保証を行っております。 

当社従業員 1人 1百万円
 

(3) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

する同社の保証債務について連帯

保証を行っております。 

 215 百万円 

合計 727 百万円 
 

(3) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

する同社の保証債務について連帯

保証を行っております。 

 139 百万円

合計 546 百万円
 

(3) 子会社であるトーカイ開発㈱の

ゴルフ会員権を購入する顧客のた

め、金融機関との提携ローンに対

する同社の保証債務について連帯

保証を行っております。 

 174百万円

合計 781百万円
 

※４ 中間会計期間末日の満期手形

の処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

  なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が中間会計期間末日の

残高に含まれております。 

受取手形 17百万円 
 

※４ 中間会計期間末日の満期手形

の処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

  なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次

の満期手形が中間会計期間末日の

残高に含まれております。 

受取手形 20百万円
 

※４ 当事業年度末日の満期手形の

処理については、手形交換日をも

って決済処理しております。 

  なお、当事業年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の満

期手形が事業年度末日の残高に含

まれております。 

受取手形 23百万円
 

 

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 5 百万円 
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 7 百万円
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 13百万円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 66 百万円 
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 62 百万円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

支払利息 128百万円
 

※３ 特別損失のうち主なもの 

―――――― 

※３ 特別損失のうち主なもの 

関係会社整理損失引

当金繰入額 
3,437 百万円

 

※３ 特別損失のうち主なもの 

―――――― 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 454 百万円 

無形固定資産 33 百万円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 484 百万円

無形固定資産 50 百万円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 933百万円

無形固定資産 80百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 7 0 0 7
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   0千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元株式の市場への処分による減少  0千株 

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 78 0 ― 78
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   0千株 

 

前事業年度(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 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 7 70 0 78
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加        70千株 

 単元未満株式の買取りによる増加   0千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  0千株 

 

 

(有価証券関係) 

子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(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 874.66円
 

１株当たり純資産額 877.06円
 

１株当たり純資産額 934.95円
 

１株当たり中間純利益 47.45円
 

１株当たり中間純損失 48.93円
 

１株当たり当期純利益 80.94円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
ない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
中間純利益については、１株当たり
中間純損失であり、また、潜在株式
がない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、潜在株式が
ないため記載しておりません。 
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 
（平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 14,249 15,078 16,073 

純資産の部の合計額から控除
する金額(百万円) 

― ― ― 

普通株式に係る中間期末(期
末)の純資産額(百万円) 

14,249 15,078 16,073 

１株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末(期末)の
普通株式の数(千株) 

16,292 17,192 17,192 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益又は中間純
損失(△)(百万円) 

773 △841 1,356 

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純
利益又は中間純損失(△)(百
万円) 

773 △841 1,356 

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

16,292 17,192 16,761 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（たんぽぽ薬局株式会社との株式

交換に関する事項） 

  当社は平成18年10月1日にて、

たんぽぽ薬局株式会社を当社の

完全子会社とする株式交換を実

施し、新株式971,000株を発行い

たしました。なお、詳細につい

ては、連結財務諸表における

「重要な後発事象」に記載のと

おりであります。 

（岐阜商事㈱の株式譲渡に関する

事項） 

  当社は平成19年８月31日開催

の取締役会において、下記のと

おり、保有する岐阜商事㈱の全

株式譲渡を決議し、平成19年10

月22日付で株式譲渡契約書を締

結し、平成19年10月31日付で全

株式を譲渡いたしました。な

お、詳細については、連結財務

諸表における「重要な後発事

象」に記載のとおりでありま

す。 

 

（大豊商事株式会社の株式取得に

関する事項） 

  当社は平成19年６月21日開催

の取締役会において、大豊商事

株式会社の株式取得を決議し、

平成19年６月21日付けで株式取

得を実施し完全子会社といたし

ました。なお、詳細について

は、連結財務諸表における「重

要な後発事象」に記載のとおり

であります。 

 

(開示の省略) 

リース取引に関する注記事項については、中間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。 

 

６ その他 

該当事項はありません。 
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