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１．平成20年３月期の業績（平成19年３月21日～平成20年３月20日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 12,186 (△18.2) △521 (－) △510 (－) △503 (－)

19年３月期 14,896 (△8.2) △463 (－) △440 (－) △446 (－)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △33 54 － － △12.6 △7.3 △4.2

19年３月期 △29 73 － － △10.0 △5.1 △3.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 6,282 3,727 59.3 248 26

19年３月期 7,714 4,234 54.9 282 01

（参考）自己資本 20年３月期 3,727百万円 19年３月期 4,234百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △281 134 △194 1,053

19年３月期 487 1,044 △980 1,394

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年３月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

21年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － － －

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

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,060 △18.8 △120 (－) △120 (－) △130 (－) △8 66

通期 11,300 △7.3 50 (－) 40 (－) 20 (－) 1 33

－ 1 －



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、20ページ「重要な会計方針」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３月期 15,280,000株 19年３月期 15,280,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 264,800株 19年３月期 264,800株

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

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１.経営成績に関する分析」

をご覧ください。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

　当期におけるわが国経済は、景気の緩やかな回復基調がつづくものの、米国のサブプライムローン問題による金

融不安、原油・原材料の価格高騰、円高・株安など先行き不透明な状況で推移いたしました。

　当業界におきましては、前半は大型ショッピングセンター、百貨店などの大型複合案件が多く、内装工事の需要

は堅調に推移いたしました。しかしながら、後半は個人消費の伸び悩みなどにより新規出店は抑制され厳しい経営

環境が続いております。

　このような状況のもと、当社は、エンタテインメント分野としてパチンコホール、ゲームセンターなどの受注拡

大を図るとともに、原価低減に取り組み、人材を補強し、総合工事業務の抜本的な改革を図りました。また、専業

工事業務の人材強化、情報通信業務の販売拠点の再構築、内部統制システムの整備に努めてまいりました。

　しかしながら、専業工事業務の業績は堅調に推移いたしましたが、総合工事業務ではエンタテインメント分野が

見込みどおりいかず、不採算工事も発生したことから、収益の改善には至りませんでした。

　一方、財務面では、投資有価証券を売却し、売却益を特別利益に計上するとともに、借入金を圧縮し、支払利息

の削減を図りました。

　この結果、当期の売上高は12,186百万円（前年同期比18.2％減）、営業損失521百万円（前年同期は463百万円の

損失）、経常損失510百万円（前年同期は440百万円の損失）、当期純損失503百万円（前年同期は446百万円の損失）

となりました。

　業務別の営業概況は次のとおりであります。

（専業工事業務）

　専業工事業務におきましては、営業人員や工事職人などの人材強化と重点顧客への対応強化に努めてまいりま

した。

　この結果、専業工事業務の売上高は4,185百万円（前年同期比14.8％減）となりました。

（総合工事業務）

　総合工事業務におきましては、エンタテインメント分野の受注拡大と原価低減に取り組み、担当部署の新設、

積算業務体制の確立、発注体制の見直し、工程管理の徹底を図ってまいりました。しかしながら、エンタテイン

メント分野の出店減少に伴う受注不振などにより、計画を大幅に下回りました。

　この結果、総合工事業務の売上高は5,463百万円（前年同期比26.0％減）となりました。

（情報通信業務）

　情報通信業務におきましては、顧客満足度と顧客情報管理の品質向上、直営併売店の統合など販売拠点の再構

築を行うことで収益の改善を図ってまいりました。

　この結果、情報通信業務の売上高は2,445百万円（前年同期比2.0％減）となりました。

（不動産業務）

　不動産業務におきましては、不動産の賃貸収入が主であり、不動産業務の売上高は92百万円（前年同期比9.5％

減）となりました。

②　次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、米国の景気後退、円高、株安、原材料高による企業部門の減速、個人消費の伸び

悩みなど景気の足踏み状態が続くものと予測されます。

　当業界におきましては、百貨店の改装などは続くと見込まれるものの、原材料価格及び労務費の高騰、受注競争

の激化など厳しい経営環境は続くと思われます。

　このような状況のもと、当社は、内装業界において、当社の一番の強みである専業工事業務の充実を図り、圧倒

的なシェアの獲得を目指し、「職人集団」としての位置づけを明確にしてまいります。

　次期（第36期）の業績の見通しにつきましては、売上高11,300百万円（当期比7.3％減）、営業利益50百万円（当

期は521百万円の損失）、経常利益40百万円（当期は510百万円の損失）、当期純利益20百万円（当期は503百万円の

損失）を見込んでおります。

　業務別の売上見通しにつきましては、専業工事業務3,900百万円、総合工事業務4,540百万円、情報通信業務2,700

百万円、不動産業務160百万円を見込んでおります。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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　（注）　上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後様々な要因により予想値と異なる結果となる可能性があります。

(2）財政状態に関する分析

①　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失の計上があったことや、

借入金の返済があったこと等により、前事業年度に比べ340百万円減少し、当事業年度末には1,053百万円となりま

した。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は281百万円（前年同期487百万円の獲得）となりました。

　これは、税引前当期純損失491百万円、貸倒引当金の減少額150百万円及び仕入債務の減少額618百万円などの減

少要因と売上債権の減少額624百万円及びたな卸資産の減少額が400百万円などの増加要因を反映した結果であり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は134百万円（前年同期比87.1％減）となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入が132百万円あったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は194百万円（前年同期比80.2％減）となりました。

　これは主に、借入の返済額による支出が160百万円あったこと等によるものです。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 
第33期 第34期 第35期

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 49.7 54.9 59.3

時価ベースの自己資本比率（％） 70.1 38.1 21.5

債務償還年数（年） － 0.6 －

インタレスト・ガバレッジ・レシオ － 25.4 －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額（期末株価終値×期末発行済株式総数）／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれの指標も財務数値により算出しております。

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債の

うち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。なお、平成18年３月期及び平成20年３月期は営業キャッ

シュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、安定した配当を行うことを基本としたうえで、配

当性向と企業体質の強化及び内部留保の充実を勘案して決定することを基本方針としております。

　内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための研究・開発・人材育成及び財務体質の改善、

その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。

　当期は、誠に遺憾ながら当期純損失の計上を余儀なくされました。

　当期の配当につきましては、平成20年５月９日開催の取締役会において、無配とする決議をさせていただきました。

また、次期の配当につきましても、無配を予定しております。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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(4）事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、記載した事項に

おける将来に関する事項は当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

①　受注について

　当社は、飲食業向けの店舗内装工事の売上高比率が高く、個人消費の伸び縮みなどにより、飲食業の新規出店、

設備投資が増加・減少する影響を受ける可能性があります。

②　経営成績について

　当社の業務別概況において、総合工事業務が売上の伸び悩みなどにより営業損失を計上しております。

　当社は、総合工事業務の利益改善が最重要課題と認識しており、様々な改善施策を実施しておりますが、その進

展状況により当社の経営成績に影響を与える場合があります。

③　法的規制等について

　当社は、店舗内装の請負工事を受注する上で建設業法、建築基準法、建築士法、消防法などの建設関連の法的規

制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、営業停止などの制限がなされて、当社の経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

④　施工物件の品質・安全性及び事故について

　当社は、施工物件・製品など、製造物の品質・安全性に充分な配慮をいたしておりますが、完工物件における瑕

疵の発生、瑕疵を原因とする事故の発生、また、工事作業中における労働災害事故などが起きる可能性を否定でき

ません。このような瑕疵、事故が発生した場合、損害賠償等により経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　保有資産の価格変動について

　販売用不動産・投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、事業用不動産の収益性が著しく下落した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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２．企業集団の状況
　当社の親会社であったセガサミーホールディングス株式会社は、平成19年12月25日付けで、同社が保有する当社の株

式7,714,400株のうち4,700,000株をピーアークホールディングス株式会社に譲渡いたしました。その結果、ピーアーク

ホールディングス株式会社が当社の主要株主である筆頭株主となり、セガサミーホールディングス株式会社は当社の親

会社ではなくなり、第２位の主要株主となっております。

 　 ピーアークホールディングス株式会社は、「エンターテインメントパチンコ　Ｐ ＡＲＫを展開、運営する企業グルー

プの経営指導及び管理をする持ち株会社」として「感動創造カンパニー」を目指しております。

　セガサミーホールディングス株式会社は「総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループの経営

管理及びそれに附帯する業務」を主な事業内容とし「世界的な総合エンタテインメント企業」としてプレゼンス確立を

目指しております。

　当社は、「ディスプレイ、商業施設、文化施設、建築等の企画・設計・監理及び施工」を主な事業としております。

　事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
お得意先･店装業者･ディスプレイ業者･ 

飲食店･物販店･ショッピングセンター･百貨店 

パチンコホール･アミューズメント施設･ 

その他 

その他の関係会社 

ピーアークホールディン

グス株式会社及びグルー

プ各社 

当                     社 

その他の関係会社 

セガサミーホールディン

グス株式会社及びグルー

プ各社 

商業施設等の企画･設計･施工･監理､情報通信機器の販売 

 

　（注）　当社は、親会社及び子会社、関連会社を有しておりません。

　関係会社の状況は次のとおりであります。

(1）親会社 

 　　　 該当事項はありません。

 

    (2）関連会社

 　     該当事項はありません。

 

    (3）その他の関係会社

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の被所
有割合

関係内容

ピーアークホールディン

グス株式会社 
東京都足立区  2,388百万円 

エンターテインメントパ

チンコ　Ｐ ＡＲＫを展開、

運営する企業グループの

経営指導及び管理及びそ

れに附帯する業務 

31.30％  営業上の取引

セガサミーホールディン

グス株式会社 
 東京都港区 29,953百万円 

総合エンタテインメント

企業グループの持株会社

として、グループの経営

管理及びそれに附帯する

業務 

20.08％  役員の兼任等

　（注）１．セガサミーホールディングス株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。

２．資本金は、平成20年３月31日現在であります。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、『私たちは、あらゆる人々に感動と喜び溢れる快適空間を提供し、社会に貢献いたします』を経営理念と

しております。子供から高齢者まであらゆる世代にエンタテインメントがもたらす感動と喜びを、店舗・施設を造る

ことを通して表現し、お客様に快適な空間を提供することが、私たちの目指すものであります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主価値の増大に向け、収益性を高める経営指標として、売上高営業利益率３％以上、売上総利益率16％

以上を中長期的な目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、内装業界において、当社の一番の強みである専業工事業務の充実を図り、圧倒的なシェアの獲得を目指し、

「職人集団」としての位置づけを明確にしてまいります。

　また、主要株主であるピーアークグループ及びセガサミーグループとの連携により、エンタテインメント分野にお

けるアミューズメント・パチスロ・パチンコ施設の店舗内装工事の受注などグループシナジーを発揮できる体制を構

築するとともに、収益力のアップ、利益の確保、企業価値の増大化に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は「創業原点からのスタート」として創業当時の全員営業、全社員の業務すべてが、利益貢献につながる体制

を原点とし、活動してまいります。また、「洗練されたプロ集団を目指す」として豊富な知識と経験を活用し、業界

一のプロ集団としての地位を獲得してまいります。

　専業工事業務においては、マネジメントの醸成と組織的活動への転換を図り、総合工事業務においては、事業採算

を基本とした体制のスリム化を断行してまいります。また、情報通信業務においては、キャリアショップの出店と携

帯電話販売店を担当する工事部門の拡大、コーポレート業務では、内部統制システムの整備など、全社をあげて全力

で収益の改善、業績の確保に努めてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況）

・当社の組織は、事業統括本部とコーポレート本部により構成され、ライン部門とスタッフ部門を明確にし、内部

牽制組織の確立を図っております。

・当社では、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権限と責任により業務を遂行し

ております。

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

の開催・四半期業績の開示・ホームページの充実に努めております。

（内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況）

・平成21年３月期より、事業統括本部の直下に、建材部、インテリア部、商業施設部、移動体通信部を配置し、トッ

プと営業部門の意思疎通を図り、リスクなどの状況確認と判断が迅速に行えるよう、体制をスリム化いたしまし

た。

・内部統制システム整備の基本方針の見直しと内部統制報告書の作成に向けた準備を進めております。

・個人情報保護法などの理解に向け、社員研修を実施し、適切な情報管理ができる体制の構築に取り組みました。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20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
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,394,375   1,053,646   

２．受取手形 ※１  498,773   808,410   

３．完成工事未収入金   2,411,513   1,677,640   

４．不動産事業未収入金   6,702   5,879   

５．売掛金   260,429   210,185   

６．商品   184,207   142,469   

７．販売用不動産   133,200   79,938   

８．原材料   2,493   ―   

９．未成工事支出金   732,818   429,694   

10．貯蔵品   1,573   2,073   

12．前払費用   3,595   4,180   

13．その他   25,135   53,506   

14．貸倒引当金   △1,270   △9,997   

流動資産合計   5,653,545 73.3  4,457,626 71.0 △1,195,919
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前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20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
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  990,411   992,981    

減価償却累計額  526,053 464,358  547,066 445,914   

２．構築物  594   ―    

減価償却累計額  135 458  ― ―   

３．機械及び装置  17,899   17,899    

減価償却累計額  16,144 1,754  16,393 1,505   

４．工具・器具・備品  42,790   43,740    

減価償却累計額  25,200 17,590  28,039 15,701   

５．土地   328,302   328,302   

有形固定資産合計   812,463 10.5  791,424 12.6 △21,039

(2）無形固定資産         

１．借地権   464,600   464,600   

２．ソフトウェア   1,707   614   

３．電話加入権   14,573   ―   

無形固定資産合計   480,881 6.2  465,214 7.4 △15,667
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前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20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
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   523,155   423,802   

２．出資金   140   140   

３．長期貸付金   3,999   7,353   

４．従業員長期貸付金   3,334   1,465   

５．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

  455,942   289,311   

６．長期前払費用   3,694   4,802   

７．敷金保証金   214,102   119,063   

８．会員権   61,800   61,800   

９．貸倒引当金   △498,155   △339,165   

投資その他の資産合計   768,013 10.0  568,574 9.0 △199,438

固定資産合計   2,061,358 26.7  1,825,213 29.0 △236,145

資産合計   7,714,904 100.0  6,282,840 100.0 △1,432,064
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前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20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
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形 ※１  1,104,536   759,317   

２．工事未払金   1,196,917   999,225   

３．不動産事業未払金   38   38   

４．買掛金   228,044   151,962   

５．１年以内返済予定長期
借入金

  160,000   100,000   

６．１年以内償還予定社債   25,000   ―   

７．未払金   236,816   190,948   

８．未払費用   107,263   97,787   

９．未払法人税等   26,052   18,546   

10．未払消費税等   28,062   5,830   

11．前受金   14,244   8,864   

12．未成工事受入金   38,186   25,810   

13．預り金   6,911   10,425   

14．賞与引当金   65,853   58,961   

15．完成工事補償引当金   8,126   8,184   

16．その他   1,788   308   

流動負債合計   3,247,844 42.1  2,436,212 38.8 △811,632

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   100,000   ―   

２．長期未払金   4,867   3,330   

３．繰延税金負債   1,632   274   

４．役員退職慰労引当金   26,013   27,393   

５．執行役員退職慰労引当
金

  19,545   11,036   

６．退職給付引当金   8,956   24,998   

７．リース資産減損勘定   35,911   20,108   

８．その他   35,750   31,750   

固定負債合計   232,676 3.0  118,890 1.9 △113,785

負債合計   3,480,520 45.1  2,555,103 40.7 △925,417
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前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20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
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   5,018,625 65.0  5,018,625 79.9 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  224,261   224,261    

資本剰余金合計   224,261 2.9  224,261 3.6 ―

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  △844,507   △1,348,071    

利益剰余金合計   △844,507 △10.9  △1,348,071 △21.5 △503,563

４．自己株式   △164,996 △2.1  △164,996 △2.6 ―

株主資本合計   4,233,383 54.9  3,729,819 59.4 △503,563

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  1,000 0.0  △2,083 0.0 △3,083

評価・換算差額等合計   1,000 0.0  △2,083 0.0 △3,083

純資産合計   4,234,383 54.9  3,727,736 59.3 △506,647

負債純資産合計   7,714,904 100.0  6,282,840 100.0 △1,432,064
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．完成工事高  12,299,766   9,649,017    

２．不動産売上高  102,054   92,354    

３．その他売上高 ※１ 2,495,052 14,896,873 100.0 2,445,110 12,186,481 100.0 △2,710,392

Ⅱ　売上原価         

１．完成工事原価  10,938,516   8,467,353    

２．不動産売上原価  95,087   140,495    

３．その他売上原価  2,081,909 13,115,514 88.0 2,024,806 10,632,655 87.2 △2,482,858

売上総利益         

完成工事総利益  1,361,250   1,181,663    

不動産売上総利益  6,966   △48,140    

その他売上総利益  413,142 1,781,359 12.0 420,303 1,553,826 12.8 △227,533

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  59,481   60,145    

２．従業員給与手当  1,123,372   1,021,488    

３．賞与引当金繰入額  65,853   58,961    

４．役員退職慰労引当金繰
入額

 3,707   6,097    

５．執行役員退職慰労引当
金繰入額

 2,890   4,482    

６．退職給付費用  53,311   75,606    

７．法定福利費  137,438   124,645    

８．福利厚生費  9,515   7,164    

９．修繕維持費  14,953   23,765    

10．事務用品費  25,001   23,454    

11．旅費交通費  61,139   55,144    

12．通信費  34,946   43,315    

13．水道光熱費  18,648   16,304    

14．広告宣伝費  22,052   23,255    

15．貸倒引当金繰入額  50,176   17,131    

16．交際費  26,311   30,562    

17．地代家賃  150,812   143,965    
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前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

18．賃借料  67,496   46,502    

19．減価償却費  47,616   36,880    

20．租税公課  38,386   30,746    

21．支払手数料  32,126   18,506    

22．保険料  18,799   16,902    

23．雑費  180,706 2,244,744 15.1 190,064 2,075,093 17.0 △169,651

営業損失   463,385 △3.1  521,267 △4.2 △57,882

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,871   3,825    

２．受取配当金  7,418   3,378    

３．受取手数料  8,327   1,529    

４．保険金収入  879   2,936    

５．雑収入  31,659 50,156 0.3 18,670 30,341 0.2 △19,815

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  19,306   8,085    

２．社債利息  256   51    

３．雑損失  7,737 27,300 0.2 11,176 19,313 0.2 △7,987

経常損失   440,529 △3.0  510,239 △4.2 △69,709

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  ―   48,228    

２．固定資産売却益 ※２ 101,420   ―    

３．貸倒引当金戻入益  5,200   ―    

４．役員退職慰労引当金戻
入益

 14,721   ―    

５．執行役員退職慰労引当
金戻入益

 11,437   ―    

６．移転補償金  ―   23,809    

７．その他特別利益  1,761 134,541 0.9 43 72,080 0.6 △62,461
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前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※３ 11,101   ―    

２．固定資産除却損 ※４ 6,901   10,519    

３．投資有価証券売却損  ―   449    

４．投資有価証券評価損  11,232   10,533    

５．電話加入権評価損  ―   14,573    

６．減損損失 ※５ 40,398   ―    

７．長期前払費用償却  33,258   ―    

８．業務提携解約損  ―   15,000    

９．その他特別損失  17,937 120,829 0.8 1,975 53,051 0.4 △67,778

税引前当期純損失   426,817 △2.9  491,209 △4.0 △64,392

法人税、住民税及び事
業税

  19,652 0.1  12,353 0.1 △7,299

当期純損失   446,470 △3.0  503,563 △4.1 △57,092
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年３月21日　至　平成19年３月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金

利益剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

平成18年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172

事業年度中の変動額        

当期純利益    △446,470 △446,470  △446,470

自己株式の処分    △564 △564 1,246 682

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

      ―

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

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

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月20日　残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641

事業年度中の変動額    

当期純利益   △446,470

自己株式の処分   682

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

△468 △468 △468

事業年度中の変動額合計（千円） △468 △468 △446,257

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383
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当事業年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金

利益剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

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

事業年度中の変動額        

当期純利益    △503,563 △503,563  △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

      ―

事業年度中の変動額合計（千円） ― ― ― △503,563 △503,563 ― △503,563

平成20年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,348,071 △1,348,071 △164,996 3,729,819

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

事業年度中の変動額    

当期純利益   △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

△3,083 △3,083 △3,083

事業年度中の変動額合計（千円） △3,083 △3,083 △506,647

平成20年３月20日　残高（千円） △2,083 △2,083 3,727,736
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純損失  △426,817 △491,209  

減価償却費  48,568 37,304  

減損損失  40,398 ―  

貸倒引当金の増減額  41,954 △150,263  

役員退職慰労引当金増
減額

 △17,062 1,379  

執行役員退職慰労引当
金増減額

 △12,011 △8,509  

賞与引当金の増減額  △882 △6,891  

受取利息及び受取配当
金

 △9,289 △7,204  

支払利息  19,306 8,085  

固定資産売却益  △101,420 ―  

固定資産売却損  11,101 ―  

固定資産除却損  6,901 10,519  

投資有価証券売却益  ― △48,228  

投資有価証券売却損  ― 449  

投資有価証券評価損  11,232 10,533  

売上債権の増減額  1,149,112 624,548  

たな卸資産の増減額  △10,955 400,117  

仕入債務の増減額  △176,314 △618,994  

未払消費税等の増減額  4,027 △28,340  

未払金の増減額  △31,623 △11,622  

その他  △30,671 19,395  

小計  515,553 △258,929  

利息及び配当金の受取
額

 9,220 7,234  

利息の支払額  △19,200 △8,010  

法人税等の支払額  △17,605 △21,376  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 487,968 △281,082  
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前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △29,360 △20,476  

有形固定資産の売却に
よる収入

 1,059,474 ―  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,245 △1,371  

投資有価証券の売却に
よる収入

 ― 132,688  

貸付金の回収による収
入

 6,277 2,977  

その他  9,539 20,748  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,044,685 134,566  

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入れによる収入  2,500,000 820,000  

短期借入金の返済によ
る支出

 △3,100,000 △820,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △320,000 △160,000  

社債の償還による支出  △50,000 △25,000  

自己株式の売却による
収入

 682 ―  

配当金の支払額  △266 △375  

その他  △11,046 △8,861  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △980,631 △194,236  

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 552,022 △340,753  

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 842,232 1,394,255  

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 1,394,255 1,053,501  
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重要な会計方針

項　　目
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品、原材料

移動平均法による原価法

ただし、移動体通信事業に係る商品に

ついては総平均法による原価法

(1）商品、原材料

同左

(2）販売用不動産、未成工事支出金

個別法による原価法

(2）販売用不動産、未成工事支出金

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　 3年～50年

その他　　　　 2年～20年

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　 3年～50年

その他　　　　 2年～20年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、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、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

(2）無形固定資産及び長期前払費用

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産及び長期前払費用

同左

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項　　目
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

(2）完成工事補償引当金

商業施設制作業務に係る瑕疵担保の費

用については、当期に至る１年間の商

業施設制作業務完成工事高に対し、前

２事業年度の実績率を基礎に将来の支

払見込を加味して計上しております。

(2）完成工事補償引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金及び執行役員退職

慰労引当金

役員及び執行役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規による必要額を計

上しております。

(5）役員退職慰労引当金及び執行役員退職

慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。

  ──────

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入利息

 

 

 

(3）ヘッジ方針

借入金利の将来の金利変動リスクを

ヘッジする目的にのみ取引を限定する

方針であります。

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

当社の行っている金利スワップ取引は、

その全てが特例処理の要件を満たして

いるため、その判定をもってヘッジ有

効性評価の判定に代えております。
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項　　目
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用し

ております。

消費税の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　

企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号）を適用

しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は4,234,383

千円であります。

　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

等規則により作成しております。

 ──────

　

 

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月21日

至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

（損益計算書）

　従来、「雑収入」に含めて表示しておりました「受取手

数料」は、金額の重要性が増加したため、当事業年度より

区分掲記することといたしました。

　 ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月20日）

当事業年度
（平成20年３月20日）

　１．　　　　　　 ──────  ※１．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　34,122千円

　支払手形　　　　　　　　　 　　　350千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

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

通信事業売上高 2,495,052千円

計 2,495,052千円

通信事業売上高 2,445,110千円

計 2,445,110千円

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

建物 13,594千円

土地 87,826千円

計 101,420千円

  

  

  

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

建物 7,899千円

土地 3,201千円

計 11,101千円

  

  

  

※４．固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,109千円

その他 4,792千円

計 6,901千円

建物 4,984千円

その他 5,535千円

計 10,519千円

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

　５． 　　　　　　　──────

 

用途 種類 場所
減損損失
（千円）

総合工事
業務

リース
資産他

東京都豊島区他 40,398

当社は、事業の業務別を基礎とし、資産のグルーピ

ングをしております。総合工事業務については、当

初の想定と比べ収益性が著しく低下し、営業活動か

ら生じる損益が継続してマイナスとなっており、か

つキャッシュ・フローの見積総額が事業用資産の帳

簿価額を下回るため、当該資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（40,398千円）として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、リース資産35,911千円、建物685千円、

工具・器具・備品2,972千円、ソフトウェア783千円

及び長期前払費用46千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローは

4.6％の割引率を想定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年３月21日　至平成19年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000

合計 15,280,000 － － 15,280,000

自己株式     

普通株式 266,800 － 2,000 264,800

合計 266,800 － 2,000 264,800

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

あります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社

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

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

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

合計 － 494,800 － 98,500 396,300 －

　（注）　平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。

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

平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。

上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000

合計 15,280,000 － － 15,280,000

自己株式     

普通株式 264,800 － － 264,800

合計 264,800 － － 264,800

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社

平成14年新株予約権 普通株式 118,300 － 118,300 － －

平成15年新株予約権 普通株式 105,500 － 7,500 98,000 －

平成16年新株予約権 普通株式 172,500 － 20,500 152,000 －

合計 － 396,300 － 146,300 250,000 －

　（注）　平成14年新株予約権の減少は、権利行使期間満了による失効が112,100株、退職によるものが6,200株でありま

す。

平成15年新株予約権の減少は、退職によるものであります。

平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。

上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

　１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

　１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年３月20日現在) (平成20年３月20日現在)

 （千円）

現金及び預金勘定 1,394,375

別段預金 △120

現金及び現金同等物 1,394,255

 （千円）

現金及び預金勘定 1,053,646

別段預金 △145

現金及び現金同等物 1,053,501
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

減損損
失累計
額相当
額

（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 10,758 5,774 ― 4,983

工具・器
具・備品

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

合計 113,510 48,468 35,911 29,130

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

減損損
失累計
額相当
額

（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 10,758 7,925 ― 2,832

工具・器
具・備品

93,438 49,488 20,108 23,841

合計 104,196 57,414 20,108 26,673

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 21,940千円

１年超 43,101千円

合計 65,042千円

リース資産減損勘定の残高 35,911千円

１年以内 20,168千円

１年超 26,613千円

合計 46,781千円

リース資産減損勘定の残高 20,108千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

（注）　　　　　　　　 同左

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

却費相当額

支払リース料 23,033千円

減価償却費相当額 23,033千円

減損損失 35,911千円

支払リース料 30,248千円

 リース資産減損勘定の取崩額 15,803千円

減価償却費相当額 14,445千円

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

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月20日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 6,191 10,202 4,011

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 6,191 10,202 4,011

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 537 284 △252

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 537 284 △252

合計 6,728 10,487 3,759

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

　該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 511,827

その他 839

　（注）　当事業年度において11,232千円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

㈱日商インターライフ（1986）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 28 －



当事業年度（平成20年３月20日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 403 1,078 674

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 403 1,078 674

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 4,819 3,984 △835

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ―

②社債 ― ― ―

③その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 4,819 3,984 △835

合計 5,222 5,062 △160

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

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

132,690 48,228 449

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 418,740

その他 －

　（注）　当事業年度において10,533千円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成18年３月21日　至平成19年３月20日）

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容及び利用目的等

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

る利率変動リスクを回避する目的で利用しております。

ａ　ヘッジ会計の方法

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

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入利息

ｃ　ヘッジ方針

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

ｄ　ヘッジ有効性評価の方法

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

その判定をもってヘッジ有効性評価の判定に代えております。

②取引に対する取組方針

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

ない方針であります。

③取引に係るリスクの内容

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

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

よるリスクはほとんどないと認識しております。

④取引に係るリスク管理体制

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

ります。

２．取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

 当事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

 　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成19年３月20日）
当事業年度

（平成20年３月20日）

(1）退職給付債務（千円） △147,045 △133,897

(2）年金資産（千円） 138,088 108,898

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円） △8,956 △24,998

(4）退職給付引当金（千円） △8,956 △24,998

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

勤務費用（千円） 53,311 75,606

　（注）　厚生年金基金に対する掛金拠出金額を含めて記載しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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

ん。

５．厚生年金基金に関する事項

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

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

金資産残高は1,047,065千円、当事業年度末の年金資産残高は737,237千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年３月21日　至平成19年３月20日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役　　　　　　9名

親会社使用人　　　3名

従業員　　　　　133名

取締役　　　　　　7名

従業員　　　　　129名

取締役　　　　　　5名

従業員　　　　　139名

ストック・オプション数 普通株式　　295,900株 普通株式　　299,000株 普通株式　　300,000株

付与日 平成14年10月４日 平成15年10月１日 平成16年10月６日

権利確定条件

付与日（平成14年10月４

日）以降、権利確定日（平

成16年８月21日）まで継続

して勤務していること。

付与日（平成15年10月１

日）以降、権利確定日（平

成17年８月21日）まで継続

して勤務していること。

付与日（平成16年10月６

日）以降、権利確定日（平

成18年８月21日）まで継続

して勤務していること。

対象勤務期間
２年間（自平成14年10月４

日至平成16年８月21日）

２年間（自平成15年10月１

日至平成17年８月21日）

２年間（自平成16年10月１

日至平成18年８月21日）

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

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  ― ― 215,500

付与  ― ― ―

失効  ― ― 29,500

権利確定  ― ― 186,000

未確定残  ― ― ―

権利確定後 （株）    

前事業年度末  144,300 135,000 ―

権利確定  ― ― 186,000

権利行使  ― 2,000 ―

失効  26,000 27,500 13,500

未行使残  118,300 105,500 172,500
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②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 454 341 515

行使時平均株価 （円） ― 446 ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ―

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

取締役　　　　　　9名

親会社使用人　　　3名

従業員　　　　　133名

取締役　　　　　　7名

従業員　　　　　129名

取締役　　　　　　5名

従業員　　　　　139名

ストック・オプション数 普通株式　　295,900株 普通株式　　299,000株 普通株式　　300,000株

付与日 平成14年10月４日 平成15年10月１日 平成16年10月６日

権利確定条件

付与日（平成14年10月４

日）以降、権利確定日（平

成16年８月21日）まで継続

して勤務していること。

付与日（平成15年10月１

日）以降、権利確定日（平

成17年８月21日）まで継続

して勤務していること。

付与日（平成16年10月６

日）以降、権利確定日（平

成18年８月21日）まで継続

して勤務していること。

対象勤務期間
２年間（自平成14年10月４

日至平成16年８月21日）

２年間（自平成15年10月１

日至平成17年８月21日）

２年間（自平成16年10月１

日至平成18年８月21日）

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

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  118,300 105,500 172,500

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  118,300 7,500 20,500

未行使残  － 98,000 152,000

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 454 341 515

行使時平均株価 （円） － － －

公正な評価単価（付与日） （円） － － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動） （千円）

商品評価損否認額 56,200

賞与引当金繰入超過額 26,795

販売用不動産評価損否認額 17,456

その他 7,860

評価性引当金 △108,312

計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,058,597

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 114,143

貸倒引当金繰入超過額 126,964

役員退職慰労引当金否認額 18,537

固定資産評価損否認額 16,722

リース資産減損損失 14,612

退職給付引当金否認額 2,528

その他 21,098

評価性引当金 △1,739,319

計 －

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △1,632

計 △1,632

繰延税金資産（流動） （千円）

商品評価損否認額 56,485

賞与引当金繰入超過額 23,991

販売用不動産評価損否認額 39,128

その他 7,250

評価性引当金 △126,855

計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,257,494

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 103,273

貸倒引当金繰入超過額 96,304

役員退職慰労引当金否認額 15,636

固定資産評価損否認額 16,029

リース資産減損損失 8,182

退職給付引当金否認額 10,171

その他 18,725

評価性引当金 △1,891,931

計 －

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △274

計 △274

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）  

評価性引当金 △52.17％

住民税均等割 4.21％

交際費等永久に損金に算入されない項

目

2.71％

その他 △0.04％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △4.60％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

評価性引当金 △48.98％

住民税均等割 2.51％

交際費等永久に損金に算入されない項

目

2.57％

その他 0.70％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.51％
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（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年３月21日　至平成19年３月20日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年３月21日　至平成19年３月20日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成19年３月21日　至平成20年３月20日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

該当事項はありません。

（企業結合等）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日）

当事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１株当たり純資産額 282.01円

１株当たり当期純損失 29.73円

１株当たり純資産額 248.26円

１株当たり当期純損失 33.54円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

(自　平成18年３月21日
至　平成19年３月20日)

当事業年度
(自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 446,470 503,563

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 446,470 503,563

期中平均株式数（千株） 15,015 15,015

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加額（千株） － －

（うち新株予約権） － －

希薄化効果を有していないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権

の数3,963個）。

新株予約権　種類（新株予約権

の数2,500個）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 ①代表者の異動 

 　該当事項はありません。

 　　②その他の役員の異動

 　　　・新任取締役候補

 　　　　　取締役　　　　　　　山中　　茂　(現　ピーアークホールディングス株式会社　社長室長)

平成20年６月11日開催予定の定時株主総会の決議をもって、ピーアーク

ホールディングス株式会社を退職する予定であります。

　 　　　　取締役              久保　　浩  (現　当社　執行役員　経営企画部長)

 

 　　　・退任予定取締役

 　　　　　取締役　　　　　　　長山　　隆　(現　当社　取締役　事業統括本部長)

 

　　　 ・新任監査役候補

 　　　　　社外監査役　　　　　江原　　均　(現　ピーアークホールディングス株式会社　監査役)

   　　　　補欠社外監査役　　　中沼　和平　(現　アーク・シェアード株式会社　取締役)

 

　　　 ・退任予定監査役

 　　　　　社外監査役　　　　　家田　和忠　(現　セガサミーホールディングス株式会社　監査役)

 　　　　　補欠社外監査役　　　平川　壽男　(現　セガサミーホールディングス株式会社　監査役)

 

　　 ③就任予定日

 　　　平成20年６月11日  

 

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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