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平成20年１月期 決算短信（非連結） 

                              平成20年３月10日 

上場会社名     株式会社きんえい                上場取引所     大証二部 
コード番号     9636                      ＵＲＬ http://www.kin-ei.co.jp 
代 表 者     （役職名）取締役社長 （氏名）山内 秀茂 
問合せ先責任者   （役職名）経理部長  （氏名）若井 敬          ＴＥＬ(06)6632－4553 

定時株主総会開催予定日   平成20年４月24日        配当支払開始予定日  平成20年４月25日 
有価証券報告書提出予定日  平成20年４月24日 

（百万円未満切捨て） 
１．20年１月期の業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 
（１）経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 

20年１月期 
19年１月期 

百万円   ％ 
3,873   △8.9   
4,253    △2.6   

    百万円   ％ 
242   △27.0   
332      5.9   

百万円     ％ 
224  △24.6   
297      6.8   

百万円     ％ 
104   △24.7   
139       ―   

 

 
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 

 
20年１月期 
19年１月期 

円  銭 
3. 74   
4. 96   

円  銭 
―   
―   

％ 
5.7   
7.7   

％ 
3.2   
4.0   

％ 
6.3   
7.8   

（参考）持分法投資損益 20年１月期    ― 百万円  19年１月期   ― 百万円 
 
（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

20年１月期 
19年１月期 

百万円 
  6,882      

7,044    

百万円 
1,848    
1,842    

％ 
26.9  
26.2  

円  銭 
 66. 07  
65. 81  

（参考）自己資本    20年１月期   1,848百万円  19年１月期  1,842百万円 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 

20年１月期 
19年１月期 

百万円 
563     
602    

百万円 
△248    
△143    

百万円 
△332    
△454    

百万円 
295    
313    

 
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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 純資産配当率 

 
19年１月期 
20年１月期 

円 銭 
―  

 ―  

円 銭 
3. 00 
2. 00   

円 銭 
3. 00   
2. 00   

百万円 
84 
55 

％ 
60.5 
53.5   

％ 
4.6 
3.0   

21年１月期 
（予想） 

― 2. 00 2. 00  69.9  

（注）19年１月期期末配当金の内訳  普通配当 2 円00銭 
 記念配当 1 円00銭 

 
３．21年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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） 

 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 

 
中 間 期 
通  期 

  百万円  ％ 
1,980   0.6 

  3,900   0.7 

百万円  ％ 
70  △46.6   
170  △30.0   

百万円  ％ 
 70  △39.1   
180  △19.7   

百万円  ％ 
30  △50.1  
80 △23.6   

円 銭 
1. 07   
2. 86  
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 
  ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
  ② ①以外の変更        無 

 ［（注）詳細は14ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。］ 
 
（２）発行済株式数（普通株式） 
  ①期末発行済株式数（自己株式を含む）  20年１月期 28,210,000株  19年１月期 28,210,000株 

  ②期末自己株式数            20年１月期    233,211株  19年１月期    205,197株 
   （注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、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。業績予想に関する事項は、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 
（１）経営成績に関する分析 
  （当期の経営成績） 

当期におけるわが国経済は、企業部門の好調が続くものの個人消費が横這いで推移する中、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発する金融市場の混乱や原油価格の高騰、株価の下落などの不安要素が続々と発生し、
先行きに不透明感が強まる中で推移しました。 
この間当社におきましては、事業所全般に亘って顧客満足度のより高いサービスの提供に努めるとともに、

部門別業績管理の徹底をさらに推進し、集客と収入の確保に鋭意努力を傾けましたが、劇場部門が大幅な減収

となりましたため、売上高は3,873,937千円（前年同期比8.9％減）となりました。 
一方、費用の面におきましては、全社において業績管理を徹底させ、諸経費全般に亘って鋭意節減に努めま

した。 
以上の結果、営業利益は242,762千円（前年同期比27.0％減）、経常利益は224,243千円（前年同期比24.6％

減）となり、当期純利益は104,693千円（前年同期比24.7％減）となりました。 
 以下、事業の概況を部門別に申し上げます。 
 劇場部門におきましては、当社事業エリア近隣に相次ぎシネマコンプレックスが新設される厳しい経営環境

にあって、「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」「パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド」「Ｈ
ＥＲＯ」「スパイダーマン３」「西遊記」「ポケットモンスター」「アイ・アム・レジェンド」「ナイトミュ
ージアム」「レミーのおいしいレストラン」「ドラえもん」などの話題作品を上映して観客誘致に努めるとと
もに、本年１月にはインターネットを利用したチケット予約・発売システムについての改良を実施し、パソコ

ンの画面上で任意の座席をあらかじめ指定して購入または予約することができる「ピンポイントシステム」を
導入するなど、顧客利便性の一層の向上に力を注いでまいりましたが、劇場間の競争激化に加え、昨年９月末
日限りでアポロシネマ８プラス１の営業を廃止したこともあって、この部門全体の収入合計は1,193,383千円
（前年同期比19.7％減）となり、営業原価控除後の損益段階では誠に遺憾ながら35,207千円の赤字計上となり

ました。 
 ビル賃貸部門におきましては、テナント入居率の維持向上を図るとともに、より安全で快適なビル環境整備
に努めましたほか、アポロビル、ルシアスビルの一体となった販売促進活動の精力的な実施に加え、アポロビ
ル開業35周年記念のイベントをはじめとする各種集客活動を活発に展開し、また劇場部門との連携による相乗

的な収益向上に努めてまいりましたが、駐車場収入等ビル付帯事業を含めたこの部門全体の収入合計は
2,072,328千円（前年同期比0.8％減）となり、営業原価を控除した営業総利益では484,285千円（前年同期比
6.1％増）となりました。 

 娯楽場等部門では、昨年１月にあべのルシアス４階ゲームセンターの営業を廃止した影響もあって、この部
門の収入合計は608,225千円（前年同期比10.1％減）になり、営業原価を控除した営業総利益では112,294千円
（前年同期比11.5％減）となりました。 
（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、国内景気は引き続き回復基調で推移するものの、円高、株安の進行による金
融資産縮減の不安に加え、原油、穀物の価格上昇が生活必需品にも波及するなど、少子高齢化に伴う市場規模
縮小にあわせ、個人消費の沈滞傾向がますます深まる懸念が払拭できない厳しい状況が続くものと思われます。 
映画興行界では、シネマコンプレックスの新設によるスクリーン数の急激な増加が続く一方で観客動員数は

これに見合う伸びを見せておらず、さらに都市部においてはシネコン間での観客獲得競争がますます激化の様
相を呈しております。 
当社といたしましては、映画興行では引き続きお客様の視点に立ったサービスの提供に全力を傾けてまいり

ますとともに、ビル賃貸部門におきましては、本年４月27日限りでアポロホールの営業を廃止して賃貸床に転

用することによりビル賃貸収入の増加を図るほか、当社事業の両輪である劇場部門とビル賃貸部門との有機的
な連携により、相乗的な集客力の強化と収益の向上を図ってまいります。 
なお次期の業績につきましては、売上高3,900百万円（前期比0.7％増）、営業利益170百万円（前期比30.0％

減）、経常利益180百万円（前期比19.7％減）、当期純利益80百万円（前期比23.6％減）を見込んでおります。 
 
（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

   当期末における資産は、前期末に比較して162,404千円減少し6,882,257千円となりました。これは、減価償
却等に伴う有形固定資産の減少251,966千円等によるものであります。 

   また、負債は前期末に比較して168,039千円減少し5,033,708千円となりました。これは、長期借入金の返済
による減少237,920千円等によるものであります。 
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   純資産については、前期末に比較して5,635千円増加し1,848,548千円となりました。これは、利益剰余金の
増加20,679千円等によるものであります。 

  （キャッシュ・フローの状況） 
   当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動及び財務活動における支出が、営

業活動における収入を上回ったため、前期末に比較して17,475千円（5.6％）減少し、当期末には、295,959
千円となりました。 
また、当期中における各キャッシュ・フロー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） 

   当期において営業活動で得られた資金は、563,744千円（前年同期比6.4％減）となりました。これは、税引
前当期純利益及び減価償却費等によるものであります。なお、税引前当期純利益の減少等により、営業活動で
得られた資金は前年同期に比較して減少しております。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当期において投資活動で使用した資金は、248,476千円（前年同期比73.7％増）となりました。これは、有
形固定資産の取得及び短期貸付金の貸付による支出等によるものであります。なお、短期貸付金の増加等によ
り、投資活動で使用した資金は前年同期に比較して増加しております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   当期において財務活動で使用した資金は、332,743千円（前年同期比26.7％減）となりました。これは、長

期借入金の返済等によるものであります。なお、短期借入金返済額の減少等により、財務活動で使用した資金
は前年同期に比較して減少しております。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期 

自己資本比率（％） 23.3 23.1 26.2 26.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 128.6 147.5 152.3 149.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 4.7 5.5 3.5 3.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.8 10.5 15.6 16.2 

（注）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／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 
      ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
      ※有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
   当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開等に必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を維持継続するこ

とを基本方針としております。 
なお当期の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり２円の期末配当を予定しております。また、

次期の配当は１株当たり２円の期末配当を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 
    決算短信に記載した経営成績、財政状態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、文中における将来に関する事項は、当期末現在において、当社が判断したものであります。 
   ①映画興行の成績 
     映画興行の成績は、作品による差異が大きく、各作品の興行成績を予想することは常に困難を伴います。

仮に一定の成績に達しない作品が長期にわたり連続した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ
ります。また、作品だけでなく、同業他社の出店等次第で、観客獲得競争が一層激化する恐れがあります。 

   ②賃貸ビルの稼働状況等 
     賃貸ビル市場は、経済変動等により、既存賃貸ビルの賃料低下や空室率の上昇といった問題が生じ、賃

料収入が減少する可能性があります。 
   ③顧客の安全に係わる事態の発生 
     当社は、多数の顧客を収容できる施設において営業を行っておりますが、それらの施設において、災害、

衛生上の問題など顧客の安全に係わる予期せぬ事態が発生しないという絶対的な保証は存在しません。万
一、そのような事態が発生した場合には、その規模等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
   ④固定資産の減損会計適用の影響 
     今後、当社保有資産において、賃料等の収益や地価の大幅な下落、使用目的の変更等により減損損失が

発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
   ⑤個人情報の管理 
     当社では、会員情報、顧客情報、株主情報等多くの個人情報を有しており、これらの情報の取扱いにつ

いては、取得、利用、保管等について社内ルールを設け、適正な管理を行い、個人情報漏洩防止に努めて
おります。しかしながら、システム上のトラブルによる情報流出や犯罪行為による情報漏洩が起こる可能

性が皆無とは断言できず、万一、この種の事故が発生した場合には、被害者に対する損害賠償や企業イメ
ージ悪化に伴う売上高の減少等が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   ⑥建築法規の変更 
     建築基準法、消防法、その他の法規の改正により、追加的な改修工事や設備投資を余儀なくされる可能

性があります。 
   ⑦東南海・南海地震等の発生 
     東南海・南海地震、上町断層地震については、当社の所在する地域において、それぞれ最大で震度５弱、

震度６強を記録するとの災害想定データが公表されております。当社の事業拠点は大阪市阿倍野区１ヶ所
に集中していることから、大規模な地震等の災害が発生した場合、その規模と被災状況によっては、当社
の業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 
 
２．企業集団の状況  
 当社は、映画興行、ビル賃貸及び娯楽場の経営を主たる事業としております。当社の親会社は近畿日本鉄道株式
会社であり、同社の企業集団は鉄軌道業、不動産業、流通業、ホテル・レジャー業を営んでおります。また、当社

は、同社より「あべのルシアス」内で「アポロシネマ８」用フロアの一部を賃借しております。 
 上記を事業系統図にすると次のとおりであります。 
 

当    社 

劇場事業 ビル賃貸事業 娯楽場等事業 

 
               建物の賃借 
 

近畿日本鉄道㈱（親会社） 
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３．経営方針  
（１）会社の経営の基本方針 
   当社は、映画興行、ビル賃貸及び娯楽場の経営を主たる事業としており、顧客の立場に立った高度のサービ

スを提供し豊かな生活文化に貢献するとともに、地域の発展に寄与できる街づくりを積極的に推進いたしてお

ります。また、加速度的に変化し続ける事業環境・ＩＴ（情報技術）革命に機敏に対応し、業容の一層の拡大
と安定的な経営基盤の確立に全力を傾けてまいります。 

（２）目標とする経営指標 
   当社は効率的な経営を推進するため、部門別業績管理の徹底化を図り、利益率の向上に努めてまいりました

が、引き続き収益性の指標となるＲＯＡ（総資産経常利益率）及び営業利益率に対する関心を一層強めるとと
もに、キャッシュ・フローの向上及び借入金の圧縮を進めてまいります。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 
   映画興行では、お客様の立場に立ったサービスの提供に一層の力を傾注するとともに、ビル賃貸では、計画

的に設備改修工事を施行し、安全で快適なビルづくりに努めてまいります。 
   また、大阪市の阿倍野再開発事業進捗に伴い生じる諸問題に機敏に対応するとともに、同市に収用された新

名画ビル土地建物の対価補償に代えて取得することとなりました平成22年度竣工予定の大規模再開発商業ビ

ルＡ２棟内店舗床の一部について、その有効な活用方法を慎重に検討するなど、安定的な経営基盤の確立に格
段の努力を傾けてまいります。 

（４）会社の対処すべき課題 
   企業の社会的責任（ＣＳＲ）の重要性の高まりを強く認識し、サービスの充実、顧客等の安全確保はもちろ

んのこと、コンプライアンス、情報開示などの向上に努めるため、社内体制の整備を進めてまいります。 
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４．財務諸表等 
（１）貸借対照表                                           

  
前期 

(平成19年１月31日) 
当期 

(平成20年１月31日) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金   313,435   295,959   

  ２ 売掛金   93,094   89,521   

  ３ 商品   4,389   3,575   

  ４ 前払費用 ※３  15,550   7,746   

  ５ 繰延税金資産   ―   16,309   

  ６ 短期貸付金 ※３  79,549   202,375   

  ７ 未収入金 ※３  4,308   3,304   

  ８ その他   30,253   32,510   

流動資産合計   540,580 7.7  651,302 9.5 110,721 

         

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物 ※２  2,380,225   2,203,260   

  (2) 機械及び設備 ※２  1,396,178   1,424,825   

  (3) 車両及び運搬具   69   ―   

  (4) 器具備品   69,496   56,041   

  (5) 土地 ※２  1,011,936   1,011,936   

  (6) 建設仮勘定   312,205   222,080   

有形固定資産合計   5,170,110   4,918,144  △251,966 

 ２ 無形固定資産         

  (1) ソフトウェア   50,115   53,023   

  (2) 電話加入権   1,066   1,066   

  (3) 電気供給設備利用権   ―   997   

無形固定資産合計   51,182   55,088  3,905 

 ３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券   22,695   15,565   

  (2) 破産更生債権等   557   ―   

  (3) 差入保証金   1,245,500   1,225,540   

  (4) その他   14,592   16,616   

  (5) 貸倒引当金   △557   ―   

     投資その他の資産合計   1,282,787   1,257,722  △25,064 

固定資産合計   6,504,081 92.3  6,230,955 90.5 △273,125 

資産合計   7,044,661 100.0  6,882,257 100.0 △162,404 
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前期 

(平成19年１月31日) 
当期 

(平成20年１月31日) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金   125,936   108,453   

２ １年以内に返済 
予定の長期借入金 

 
 

 237,920   868,920   

３ 未払金 ※３  225,881   199,688   

４ 設備関係未払金   94,883   82,539   

５ 未払費用 ※３  21,882   20,638   

６ 未払法人税等   51,901   144,061   

７ 繰延税金負債   19,316   ―   

８ 預り金   122,781   201,698   

９ 前受収益   154,085   150,386   

10 賞与引当金   12,000   10,400   

     流動負債合計   1,066,586 15.1  1,786,785 25.9 720,199 

         

Ⅱ 固定負債         

 １ 長期借入金   1,845,940   977,020   

 ２ 繰延税金負債   238,658   195,428   

 ３ 退職給付引当金   132,008   122,680   

 ４ 役員退職慰労引当金   7,090   ―   

５ 受入保証金   1,911,465   1,903,295   

 ６ その他   ―   48,498   

固定負債合計   4,135,162 58.7  3,246,922 47.2 △888,239 

負債合計   5,201,748 73.8  5,033,708 73.1 △168,039 
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前期 

(平成19年１月31日) 
当期 

(平成20年１月31日) 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

 １ 資本金   564,200 8.0  564,200 8.2 ― 

２ 資本剰余金         

  (1) 資本準備金  24,155   24,155    

   資本剰余金合計   24,155 0.3  24,155 0.3 ― 

３ 利益剰余金         

  (1) 利益準備金  120,197   120,197    

  (2) その他利益剰余金         

    固定資産圧縮積立金  472,544   424,828    

    別途積立金  200,000   300,000    

    繰越利益剰余金  528,026   496,421    

   利益剰余金合計   1,320,767 18.8  1,341,446 19.5 20,679 

４ 自己株式   △73,587 △1.0  △84,396 △1.2 △10,808 

   株主資本合計   1,835,535 26.1  1,845,406 26.8 9,870 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価差額金   7,376 0.1  3,141 0.1 △4,234 

   評価・換算差額等合計   7,376 0.1  3,141 0.1 △4,234 

  純資産合計   1,842,912 26.2  1,848,548 26.9 5,635 

  負債・純資産合計   7,044,661 100.0  6,882,257 100.0 △162,404 
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（２）損益計算書  

 
  

前期 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 
 平成20年１月31日まで） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 売上高         

１ 劇場収入  1,486,884   1,193,383    

２ ビル賃貸収入  2,089,804   2,072,328    

３ 娯楽場等収入  676,783 4,253,472 100.0 608,225 3,873,937 100.0 △379,535 

Ⅱ 営業原価         

１ 劇場原価  1,418,390   1,228,591    

２ ビル賃貸原価  1,633,199   1,588,042    

３ 娯楽場等原価  549,930 3,601,520 84.7 495,931 3,312,565 85.5 △288,954 

営業総利益   651,952 15.3  561,372 14.5 △90,580 

Ⅲ 一般管理費   319,406 7.5  318,609 8.2 △796 

営業利益   332,545 7.8  242,762 6.3 △89,783 

 Ⅳ 営業外収益         

  １ 受取利息 ※１ 1,162   1,583    

２ 受取配当金  250   271    

３ 営業休止補償金  ―   11,818    

４ 雑収入  1,774 3,187 0.1 1,593 15,266 0.4 12,078 

 Ⅴ 営業外費用         

  １ 支払利息  37,862   33,735    

２ 雑支出  284 38,146 0.9 49 33,784 0.9 △4,361 

    経常利益   297,587 7.0  224,243 5.8 △73,343 

 Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  4,429   ―    

２ 子会社清算配当金  1,139   ―    

３ 立退補償金  ― 5,568 0.1 12,966 12,966 0.3 7,398 

 Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※２ 66,911   42,350    

２ 固定資産臨時償却費 ※３ ― 66,911 1.5 22,127 64,478 1.6 △2,433 

税引前当期純利益   236,244 5.6  172,732 4.5 △63,512 

    法人税、住民税及び 
事業税 

 35,000   144,000    

    法人税等調整額 62,156 97,156 2.3 △75,960 68,039 1.8 △29,117 

  当期純利益   139,088 3.3  104,693 2.7 △34,395 
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（３）株主資本等変動計算書  
 
前期（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

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 
資本準備金利益準備金 固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

自己株式  
株主資本  
合計  

平成18年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 584,051 200,000 333,492 △63,367 1,762,729 

当期変動額         

前期利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

   △59,516  59,516  ― 

 当期に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

   △51,991  51,991  ― 

 剰余金の配当      △56,062  △56,062 

 当期純利益      139,088  139,088 

 自己株式の取得       △10,220 △10,220 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

       ― 

当期変動額合計（千円） ― ― ― △111,507 ― 194,533 △10,220 72,806 

平成19年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 472,544 200,000 528,026 △73,587 1,835,535 

 

評価・換算 
差額等 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成18年１月31日残高（千円） 8,517 1,771,247 

当期変動額   

前期利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

 ― 

当期に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

 ― 

 剰余金の配当  △56,062 

 当期純利益  139,088 

 自己株式の取得  △10,220 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

△1,140 △1,140 

当期変動額合計（千円） △1,140 71,665 

平成19年１月31日残高（千円） 7,376 1,842,912 
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当期（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

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 
資本準備金利益準備金 固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

自己株式  
株主資本  
合計  

平成19年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 472,544 200,000 528,026 △73,587 1,835,535 

当期変動額         

固定資産圧縮積立金の取崩    △47,716  47,716  ― 

 別途積立金の積立     100,000 △100,000  ― 

 剰余金の配当      △84,014  △84,014 

 当期純利益      104,693  104,693 

 自己株式の取得       △10,808 △10,808 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

       ― 

当期変動額合計（千円） ― ― ― △47,716 100,000 △31,604 △10,808 9,870 

平成20年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 424,828 300,000 496,421 △84,396 1,845,406 

 

評価・換算 
差額等 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成19年１月31日残高（千円） 7,376 1,842,912 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩  ― 

 別途積立金の積立  ― 

 剰余金の配当  △84,014 

 当期純利益  104,693 

 自己株式の取得  △10,808 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

△4,234 △4,234 

当期変動額合計（千円） △4,234 5,635 

平成20年１月31日残高（千円） 3,141 1,848,548 
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（４）キャッシュ・フロー計算書  

                                         
前期 

（平成18年２月１日から 
  平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 
 平成20年１月31日まで） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純利益  236,244 172,732  

  減価償却費  390,013 360,124  
  退職給付引当金の減少額  △15,477 △9,327  

    役員退職慰労引当金の増減額  1,460 △7,090  

  受取利息及び受取配当金  △1,413 △1,854  

  支払利息  37,862 33,735  

  有形固定資産除却損  66,911 42,350  

  固定資産臨時償却費  ― 22,127  

  売上債権の減少額  9,334 3,623  

  その他流動資産の減少額  13,932 5,956  

  仕入債務の減少額  △49,532 △17,483  

  その他流動負債の増減額  31,502 △1,708  

  その他  △658 50,137  

   小計  720,179 653,324 △66,855 

  利息及び配当金の受取額  1,330 1,556  

  利息の支払額  △38,558 △34,797  

  法人税等の支払額  △80,501 △56,339  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  602,450 563,744 △38,706 

     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  有形固定資産の取得による支出  △51,591 △154,681  

  無形固定資産の取得による支出  △48,368 △200  

  短期貸付金の純増減額  57,543 △122,826  

  差入保証金の返還による収入  ― 20,000  

  差入保証金の差入による支出  △18,400 △40  

  受入保証金の純増減額  △50,337 34,406  

  その他  △31,858 △25,136  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △143,012 △248,476 △105,464 

     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額  △150,000 ―  

  長期借入金の借入による収入  ― ―  
  長期借入金の返済による支出  △237,920 △237,920  

  配当金の支払額  △56,062 △84,014  

    その他  △10,220 △10,808  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △454,202 △332,743 121,459 

     
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  5,235 △17,475 △22,711 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  308,199 313,435 5,235 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  313,435 295,959 △17,475 
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重要な会計方針 

項目 
前期 

（平成18年２月１日から 
   平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 
平成20年１月31日まで） 

１ 有価証券の評価基準及び 
評価方法 
 
 
 
 
 
 

２ たな卸資産の評価基準及 
び評価方法 
 

３ 固定資産の減価償却の方 
法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 引当金の計上基準 
 

(1) その他有価証券 
    時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ
く時価法 
（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定） 

 
(1) 商品 

先入先出法による原価法 
 

(1) 有形固定資産 
   定額法 
   なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 
    建物      19～41年 
    機械及び設備  ８～17年 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 
 
   ソフトウェア 
    利用可能期間(５年)に基づく

定額法 
 
(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
計上している。 

(2) 賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の
うち当期の負担額を計上してい
る。 

(3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務
に基づき計上している。 

(1) その他有価証券 
     同左 

 
 
 
 
 
 
(1) 商品 

    同左 
 
(1) 有形固定資産 
   定額法 
   なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 
    建物      19～41年 
    機械及び設備  ８～17年 
（会計方針の変更） 
  当期より法人税法の改正に伴い、 
平成19年４月１日以降に取得したも 
のについては、改正後の法人税法に 
基づく方法に変更している。この変 
更による損益に与える影響は軽微で 
ある。 

 
(2) 無形固定資産 
   定額法 
   なお、ソフトウェアについては、 
  利用可能年数（５年）に基づく定 

額法を採用している。 
 
(1) 貸倒引当金 
       同左 
 
 
 
 
 
(2) 賞与引当金 
       同左 
 
 
 
(3) 退職給付引当金 
       同左 
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項目 

 

前期 
（平成18年２月１日から 

   平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 
平成20年１月31日まで） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ リース取引の処理方法 
 
 
 
 
 
６ ヘッジ会計の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給
額を計上している。 
なお、平成19年３月15日開催の 

取締役会において役員退職慰労金 
制度を当期の決算期に関する定時 
株主総会の終結日をもって廃止す 
ることを決議している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ヘッジ会計の方法 
   金利スワップについては、特例

処理の要件を充たしており、特例
処理を採用している。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段…金利スワップ 
   ヘッジ対象…借入金の利息 
(3) ヘッジ方針 
   当社の社内管理規程に基づき金

利変動リスクを回避する目的で行
っている。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
   リスク管理方針に従って、以下

の条件を充たす金利スワップを締
結している。 

  Ⅰ 金利スワップの想定元本と長
期借入金の元本金額が一致して
いる。 

  Ⅱ 金利スワップと長期借入金の
契約期間及び満期が一致してい
る。 

  Ⅲ 長期借入金の変動金利のイン
デックスと金利スワップで受払
いされる変動金利のインデック
スが一致している。 

  Ⅳ 長期借入金と金利スワップの
金利改定条件が一致している。 

  Ⅴ 金利スワップの受払い条件が
スワップ期間を通して一定であ
る。 

   従って、金利スワップの特例処
理の要件を充たしているので決算
日における有効性の評価を省略し
ている。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づき計上してい 
たが、平成19年４月26日開催の定 
時株主総会において、役員の退職 
慰労金制度の廃止及び退職慰労金 
打切り支給を決議したことに伴 
い、役員退職慰労引当金7,135千円 
は長期未払金（固定負債の「その 
他」）に振替えている。 

 
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
によっている。 
 
(1) ヘッジ会計の方法 
       同左 
 
 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
       同左 
 
(3) ヘッジ方針 
       同左 
 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方法 
       同左 
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項目 
前期 

（平成18年２月１日から 
   平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 
平成20年１月31日まで） 

７ キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

 
 
 
 
 
８ 消費税等の会計処理 

 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い
る。 
 
 税抜方式によっている。 

同左 
 
 
 
 
 
 

同左 

 

 

会計処理の変更 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当期より「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 企業会計基準適用指針第６号）
を適用している。 
 これによる損益に与える影響はない。 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
当期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月９日 
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成 17年 12月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用している。従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は 1,842,912千円である。 
なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

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いる。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前期 
（平成19年１月31日） 

当期 
（平成20年１月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,576,020千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 
    建物 1,712,717千円、機械及び設備 1,024,159 

千円及び土地 959,225千円は、設備資金等借入金 
1,163,860千円（長期借入金945,940千円、１年 
以内に返済予定の長期借入金 217,920千円）の担 
保に供している。 

 
※３ 関係会社に係る債権及び債務は次のとおりであ 

る。 
     短期貸付金         79,549千円 

未収入金               361 
     未払金               12,210 
     未払費用                 3,630 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,791,822千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 
    建物 1,597,548千円、機械及び設備 1,105,754 

千円及び土地 959,225千円は、設備資金等借入金 
945,940千円（長期借入金297,020千円、１年以 
内に返済予定の長期借入金648,920千円）の担保 
に供している。 

 
※３ 関係会社に係る債権及び債務は次のとおりであ 

る。 
     短期貸付金            202,375千円 

未収入金               659 
前払費用          1,202 

     未払金                9,408 
      

 

（損益計算書関係） 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは 
次のとおりである。 

     受取利息                1,157千円 
 
※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
     建物                   7,161千円 

機械及び設備                10,395 
     器具備品                 1,429 
     工事除却                47,924 
        計                66,911 
 
 
※３ 
 
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは 
次のとおりである。 

     受取利息                1,515千円 
 
※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりである。 
     建物                   1,548千円 

機械及び設備                 7,398 
          車両及び運搬具           69 
     器具備品                   939 
     工事除却                32,396 

     計                42,350 
 
※３ 固定資産臨時償却費の内容は、平成20年４月27日 

限りでアポロビル６階のアポロホールの営業廃止を 
予定していることに伴い除却予定既存設備の耐用年 
数を短縮したことにより発生した過年度償却額であ 
る。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

前期（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前期末 

株式数（株） 
当期増加 

株式数（株） 
当期減少 

株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 
発行済株式 
普通株式 

28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前期末 

株式数（株） 
当期増加 

株式数（株） 
当期減少 

株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 
自己株式 
普通株式 

178,817 26,380 ― 205,197 

（注）普通株式の自己株式数の増加26,380株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はない。 

 

４ 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 
（千円） 

１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年４月27日 
定時株主総会 

普通株式 56,062 2.00 平成18年１月31日 平成18年４月28日 

 

(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 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の 

総額（千円）
１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 84,014 3.00 平成19年１月31日 平成19年４月27日 

 

当期（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前期末 

株式数（株） 
当期増加 

株式数（株） 
当期減少 

株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 
発行済株式 
普通株式 

28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前期末 

株式数（株） 
当期増加 

株式数（株） 
当期減少 

株式数（株） 
当期末 

株式数（株） 
自己株式 
普通株式 

205,197 28,014 ― 233,211 

（注）普通株式の自己株式数の増加28,014株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はない。 
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４ 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 
（千円） 

１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 
定時株主総会 

普通株式 84,014 3.00 平成19年１月31日 平成19年４月27日 

 

(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 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
配当金の 

総額（千円）
１株当たりの 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成20年４月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 55,953 2.00 平成20年１月31日 平成20年４月25日 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

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

            （平成19年１月31日現在） 
現金及び預金勘定     313,435千円 

   現金及び現金同等物    313,435 

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

            （平成20年１月31日現在） 
現金及び預金勘定     295,959千円 

   現金及び現金同等物    295,959 

 

（リース取引関係） 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

  該当事項はない。   リース物件の所有権が借主に移転すると認めら 
れるもの以外のファイナンス・リース取引 
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 

  相当額及び期末残高相当額 
                  器具備品  

取得価額相当額       13,950千円 
減価償却累計額相当額     2,092千円 
期末残高相当額       11,857千円 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
    １年以内           2,790千円          
    １年超            9,067千円 
    合計            11,857千円 
   なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末 

残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固 
定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支 
払利子込み法により算定している。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 
    支払リース料         2,092千円 
    減価償却費相当額       2,092千円 
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす 
  る定額法によっている。 
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（有価証券関係） 

 

前期（平成19年１月31日） 

 その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 
 株式 

 
 

10,276 

 
 

22,695 

 
 

12,418 
貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 
株式 

 
 

― 

 
 

― 

 
 

― 
合計 10,276 22,695 12,418 

 

当期（平成20年１月31日） 

 その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 
 株式 

 
 

10,276 

 
 

15,565 

 
 

5,289 
貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 
株式 

 
 

― 

 
 

― 

 
 

― 
合計 10,276 15,565 5,289 

 



㈱きんえい（9636）平成 20 年１月期決算短信（非連結） 

 - 21 - 

（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

(1)取引の内容 
   当社は、変動金利の借入金の資金調達を固定金利の

資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行ってい
る。 

(2)取引に対する取組方針 
   金利スワップ取引は、調達した資金の範囲内で利用

しており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わ
ない方針である。 

(3)取引の利用目的 
   金利スワップ取引は、将来の金利変動リスクの回避

を目的としている。 
   なお、ヘッジ有効性評価の方法等については、「重

要な会計方針」に記載している。 
(4)取引に係るリスクの内容 
   利用している金利スワップ取引は、市場金利の変動

リスクを効果的に減殺しており、また、当該取引の相
手先は、信用度の高い国内の銀行であるため信用リス
クはないものと考えられる。 

(5)取引に係るリスク管理体制 
   デリバティブ取引の実行及び管理は、社内管理規程

に従い、常務役員会の承認を得たうえで経理部で行っ
ている。 

(1)取引の内容 
同左 

 
 
(2)取引に対する取組方針 

同左 
 
 
(3)取引の利用目的 

同左 
 
 
 
(4)取引に係るリスクの内容 

同左 
 
 
 
(5)取引に係るリスク管理体制 

同左 
 
 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前期 
（平成19年１月31日） 

当期 
（平成20年１月31日） 

該当事項はない。 
なお、当社は金利スワップ取引を行っているが、ヘッ

ジ会計を適用しているので注記の対象から除いている。 

同左 

 

（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いる。また、中小企業退職金共済制度に加入している。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳                               

 
前期 

（平成19年１月31日） 
当期 

（平成20年１月31日） 
(1)退職給付債務 
(2)中小企業退職金共済制度給付見込額 
(3)退職給付引当金  (1)＋(2) 

△150,956千円 
18,948   

△132,008   

△144,164千円 
21,483   

△122,680   

 

３ 退職給付費用の内訳                                  

 
前期 

（平成18年２月１日から 
  平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 

  平成20年１月31日まで） 
退職給付費用 
(1)勤務費用 
(2)その他（中小企業退職金共済制度掛金拠出額）  

11,477千円 
      7,762   
      3,715   

8,708千円 
       5,148   
       3,560   

（注）勤務費用には、親会社からの出向者に対する当社負担分を含めている。 
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（税効果会計関係） 
前期 

（平成19年１月31日） 
当期 

（平成20年１月31日） 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

    ①流動の部 
繰延税金資産 
賞与引当金          5,481千円 

    その他            7,817 
繰延税金資産計         13,298 
 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金      32,614 

    繰延税金負債計            32,614 
                      
   繰延税金負債の純額        19,316 
 
   ②固定の部 

繰延税金資産 
退職給付引当金       53,595千円 

    その他            3,159 
繰延税金資産計         56,754 

 
繰延税金負債 
固定資産圧縮積立金     290,370 

     その他有価証券評価差額金   5,042 
繰延税金負債計           295,412 

                      
 繰延税金負債の純額       238,658 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で
あるので記載を省略する。  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

    ①流動の部 
繰延税金資産 
営業休止補償金       14,394千円 
未払事業税         12,383 

    その他           17,032 
繰延税金資産計         43,810 
 
繰延税金負債 
 固定資産圧縮積立金      27,501 

    繰延税金負債計            27,501 
                      
   繰延税金資産の純額        16,309 
   ②固定の部 

繰延税金資産 
退職給付引当金       49,808千円 

    その他            19,780 
繰延税金資産計         69,588 

 
繰延税金負債 
固定資産圧縮積立金     262,869 

     その他有価証券評価差額金   2,147 
繰延税金負債計           265,017 

                      
 繰延税金負債の純額       195,428 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
るので記載を省略する。 

 

（持分法損益等） 

前期 
（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

関連会社を有していないため、該当事項はない。 同左 
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（関連当事者との取引） 

 

前期（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

（１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等の名称 
（住所） 

資本金 
（千円） 

事業の内容 
議決権等の 
被所有割合 
（％） 

役員の兼任等 
（人） 

事業上の関係 

 92,741,378 鉄道業他 
直接 55.1 
    ※３ 
間接 10.9 

兼任 ２ 
出向 ５ 

営業用建物等の
賃借 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

親会社 
 

近畿日本鉄道 
株式会社 
（大阪市天王寺区） 

（営業取引） 
不動産賃借他 ※１ 
 
（営業取引以外の取引） 
資金の貸付  ※２ 
貸付金利息  ※２ 

 
  219,353 

 
 

146,102 
 1,157 

 
未払金 
未払費用 
 
短期貸付金 
未収入金 

       
12,210 
3,630 

 
79,549 

     361 

（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ※１ 同社より提示された見積りをもとに市中価額を勘案の上、交渉により決定している。 

     ※２ 資金の貸付については、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、

貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定している。また取引金額は、当期における平均貸

付残高を記載している。 

   ２ 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いる。 

   ３ ※３ 議決権等の被所有割合の直接には、退職給付信託口を含んでいる。 

 

当期（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 

（１）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等の名称 
（住所） 

資本金 
（千円） 

事業の内容 
議決権等の 
被所有割合 
（％） 

役員の兼任等 
（人） 

事業上の関係 

 92,741,378 鉄道業他 
直接 55.0 
    ※３ 
間接 10.9 

兼任 ２ 
出向 ４ 

営業用建物等の
賃借 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

親会社 
 

近畿日本鉄道 
株式会社 
（大阪市天王寺区） 

（営業取引） 
不動産賃借他 ※１ 
 
（営業取引以外の取引） 
資金の貸付  ※２ 
貸付金利息  ※２ 

 
  209,663 

 
 

125,393 
 1,515 

 
未払金 
前払費用 
 
短期貸付金 
未収入金 

       
9,408 
1,202 

 
202,375 

     659 

（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     ※１ 同社より提示された見積りをもとに市中価額を勘案の上、交渉により決定している。 

     ※２ 資金の貸付については、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）にかかるものであり、

貸付金利息は市場金利を勘案して合理的に決定している。また取引金額は、当期における平均貸

付残高を記載している。 

   ２ 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いる。 

   ３ ※３ 議決権等の被所有割合の直接には、退職給付信託口を含んでいる。 
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（１株当たり情報） 
前期 

（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 
当期 

（平成19年２月１日から平成20年１月31日まで） 
１株当たり純資産額        65.81円 
１株当たり当期純利益        4.96円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 
ついては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

１株当たり純資産額        66.07円 
１株当たり当期純利益        3.74円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 
ついては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前期 

（平成19年１月31日） 
当期 

（平成20年１月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 1,842,912 1,848,548 

純資産の部の合計額と１株当たり純資産
額の算定に用いられた普通株式に係る純
資産額との差額（千円） 

― ― 

普通株式に係る純資産額（千円） 1,842,912 1,848,548 

普通株式の発行済株式数（千株） 28,210 28,210 

普通株式の自己株式数（千株） 205 233 

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株） 

28,004 27,976 

 

２ １株当たり当期純利益金額 

 
前期 

（平成18年２月１日まで 
平成19年１月31日まで） 

当期 
（平成19年２月１日から 

平成20年１月31日まで） 

当期純利益（千円） 139,088 104,693 

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） 139,088 104,693 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,017 27,988 

 

 


