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1.  20年11月期の業績（平成19年12月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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11月期 5,777 2.3 173 29.5 160 32.3 73 ―
19年11月期 5,649 6.5 134 602.1 121 1,075.7 △83 ―

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11月期 12.61 ― 0.9 1.3 3.0
19年11月期 △14.40 ― △1.0 1.0 2.4

（参考） 持分法投資損益 20年11月期  ―百万円 19年11月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年11月期 12,111 8,159 67.4 1,402.36
19年11月期 12,389 8,141 65.7 1,398.26

（参考） 自己資本   20年11月期  8,159百万円 19年11月期  8,141百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年11月期 535 △209 △300 718
19年11月期 402 △499 253 693

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 第2四半期末 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11月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 29 ― 0.4
20年11月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50 43 59.5 0.5

21年11月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 ――― 145.3 ―――

3.  21年11月期の業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 2,760 △0.9 △50 ― △55 ― △50 ― △8.59
通期 5,770 △0.1 60 △65.5 50 △68.9 20 △72.7 3.44
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、29ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年11月期  5,856,400株 19年11月期  5,856,400株
② 期末自己株式数 20年11月期  38,186株 19年11月期  34,126株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
    業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、予想に内在するさまざまな不確定要因によって予想数値どおりとなら 
   ない可能性があります。  
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①当期の概況 

 当年度の経済環境を振り返りますと、米国発の未曾有の金融危機は一層深刻の度合いを深め、世界各

国の実体経済にも多大な影響を及ぼしており、今や世界経済は同時不況の様相を呈しております。日本

経済におきましてもこれまで牽引してきた輸出の増勢が鈍化し、これにともなう企業の設備投資の大幅

減と相まって、景気後退局面に入ったことが確実な状況となりました。一方、個人消費は底堅いとみら

れてきましたが、食料品などにかかわる物価の高止まりや、物価下落などにより、消費者マインドの冷

え込みが顕著で、内外需要とも牽引材料が全く見当たらない状況にあります。 

 当ホテル業界におきましても、経済情勢の先行き不透明感の高まりとともに景気後退の影響が顕著に

表れ始めました。 

 こうした環境ではありますが、当社は防災設備、電話交換設備の更新など、また、営業面におきまし

ても宴会諸室の改修等、事業基盤への設備投資を積極的に行った結果、売上は宴会部門の好調に支えら

れ、前事業年度を若干ながら上回ることが出来ました。また、利益面では改修費用の減少や原価の低減

などによる利益率の向上に努めた結果、黒字を達成することが出来ました。 

 当事業年度の売上高は57億77百万円（前事業年度比2.3％増）、営業利益は1億73百万円（同29.5％

増）経常利益は1億60百万円（同32.3％増）であり、当期純損益につきましては、前事業年度は役員退

職慰労金及び同引当金による特別損失の計上により83百万円の純損失でありましたが、当事業年度は73

百万円（同1億57百万円増）の純利益となりました。 

②次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、国内経済は輸出の増勢の鈍化や、これにともなう企業の設備投資の大

幅減に加え、企業の収益環境の悪化の影響が雇用にも波及し消費環境も一段と厳しさを増すものと思わ

れます。 

 このような状況下、地元「横浜」は今年開港150周年を迎えます。 

売上高については、横浜開港150周年記念テーマイベントとして「開国・開港Ｙ+150」が開催され、ま

たＪＲグループによる「横浜デスティネーション」キャンペーンも展開され、「横浜」が全国的に注目

を集める状況下で、相乗効果を追求して参ります。 

 また、販売費及び一般管理費については将来に備えたブランド力・ホスピタリティ向上のための人材

の新規採用による人件費の増加や、公共料金の値上げによる水道光熱費の増加、引続き将来に向けての

設備投資の実施による減価償却費の増加を見込んでおります。 

 次期（平成21年11月期）の業績見通しにつきましては、売上高5,770百万円、経常利益50百万円、当

期純利益20百万円を見込んでおります。 

  

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(財政状態の分析） 

①資産 

 資産合計は12,111,016千円（前事業年度比278,628千円減）となりました。 

主な要因は有形固定資産286,454千円の減少であります。 

②負債 

 負債合計は3,951,793千円（前事業年度比296,807千円減）となりました。 

主な要因は1年以内に返済予定の長期借入金110,000千円の減少や、社債の償還による96,000千円の減

少、長期借入金67,000千円の減少などであります。 

③純資産 

 純資産合計は8,159,222千円（前事業年度比18,179千円増）となりました。 

主な要因は利益剰余金43,489千円の増加や、その他有価証券評価差額金23,661千円の減少などでありま

す。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により535,195千円増加し、投資活動により

209,896千円減少し、財務活動により300,467千円減少し、この結果、現金及び現金同等物（以下「資

金」という。）は、24,831千円増加となり、当事業年度末残高は718,761千円（前年同期比3.6％増）と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業収入の96,396千円増加や人件費の支出54,859千円減少したことなどにより、前事業年度と比べて資

金が133,188千円増加し、営業活動全体として535,195千円の収入となりました。 

（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が284,121千円減少したことなどにより、前事業年度と比べて資金が

289,989千円増加し、投資活動全体として209,896千円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入による収入の200,000千円の減少や、社債の発行による収入が297,600千円減少したことなどに

より、前事業年度と比べて資金が554,000千円減少し、財務活動全体として300,467千円の支出となりま

した。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

(2) 財政状態に関する分析

平成16年11月期 平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期

自己資本比率 68.4 68.4 70 65.7 67.4

時価ベースの自己資本比率 20.5 37.6 33.3 33.1 18.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5.5 1.4 4.6 2.7 1.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

12.1 36.5 12.5 28.8 38.6
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利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつに位置づけてお

ります。このため長期にわたる安定的配当の継続を基本方針とし、節目においては記念配当を実施する

など利益の還元に努めてまいります。 

 また、財務体質のより一層の強化のため、内部留保の充実に努める一方で、施設・設備の充実等将来

のための有効投資もしてまいります。 

 当期の配当につきましては、1株につき7円50銭（記念配当2円50銭）を予定し、次期の配当につきま

しては、1株につき5円を予定しております。 

当社の経営成績は宿泊・レストラン・婚礼においては一般消費者の影響を、また宴会においては企業

業績の動向などの影響を受けやすい他、大規模地震の発生や新たな伝染病など予想を超える事態が生じ

た場合には、当社の経営成績及び財務状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成20年11月期決算短信（非連結）
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当社は、ホテル、ニューグランド内における宿泊及び料飲（婚礼・宴会を含む）施設の運営、グランド

アネックス水町における不動産賃貸、高島屋横浜店及びそごう横浜店内におけるレストランの運営を主な

事業内容としており、すべてを当社のみで行っております。 

 したがって子会社及び関連会社はなく、企業集団はありません。 

２ 企業集団の状況

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成20年11月期決算短信（非連結）
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当社は創業80周年の歴史と伝統に基づいた他の追随を許さない高品質の商品とサービスの提供をもっ

て地域社会に貢献し、横浜を代表するリーディングホテルであり続けることを基本理念としておりま

す。 

 この方針のもとに経営の健全性の確保と収益力の向上のため、顧客のニーズに適合した商品の開発や

営業力の強化により売上の増進を図るとともに、より一層の経費削減に努め、適正な利益の確保に努め

てまいります。 

利益重視の効率経営を行っていくという観点から、指標として売上高経常利益率について3％を中期

目標としております。 

財務体質の健全性の維持と収益性の両立を達成し、横浜を代表するリーディングホテルとしての地位

をさらに高めることに注力してまいります。 

今後の経済環境を展望いたしますと、米国のサブプライムローン問題を背景とした世界的な金融の不

透明感が強まり、米国景気の減速と金融市場の混乱による株安や円高の進行の影響により、輸出を中心

とした国内産業の企業収益の悪化、さらに個人消費が低速し雇用情勢にも厳しさがみられ、国内景気の

停滞は一層強まるものとみられます。 

 このような環境のなか、当社は創立80周年にあたる一昨年度から新中期経営計画をスタートさせ、今

年度はその最終年度にあたります。この計画では「積極的投資と収益力の安定」、「ブランド力の強

化」、「活性化した組織作り」の３つを重点課題としております。引続きこれらの課題解決に積極的に

取り組むことにより、お客様に安らぎのある空間と、高品質なサービス商品を提出し、横浜を代表する

ホテルとしての地位を確固たるものとすべく努力していきたいと考えています。 

当社は、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定されたコーポレート・ガ

バナンス報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において、記載して

いる事項と本項目に関する記載事項とが重複するので省略いたします。 

該当事項はありません。 

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

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項

（株）ホテル、ニューグランド（9720）平成20年11月期決算短信（非連結）
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

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 693,930 718,761 24,831

 ２ 売掛金 261,238 277,807 16,568

 ３ 貯蔵品 58,363 75,760 17,397

 ４ 前払費用 24,394 21,674 △2,720

 ５ 繰延税金資産 22,499 31,336 8,837

 ６ その他 27,493 9,551 △17,942

 ７ 貸倒引当金 △ 190 △580 △390

   流動資産合計 1,087,731 8.8 1,134,312 9.4 46,581

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1)建物 9,117,458 9,117,458 -

    減価償却累計額 2,630,119 6,487,339 2,803,983 6,313,475 173,864 △173,864

  (2)建物附属設備 4,440,206 4,458,378 18,172

    減価償却累計額 3,482,162 958,044 3,550,022 908,356 67,859 △49,687

  (3)構築物 146,814 146,814 -

    減価償却累計額 104,111 42,702 108,728 38,086 4,616 △4,616

  (4)機械及び装置 214,379 214,379 -

    減価償却累計額 143,300 71,079 151,361 63,017 8,061 △8,061

  (5)車両運搬具 10,594 10,656 61

    減価償却累計額 3,825 6,769 3,850 6,806 24 36

  (6)器具及び備品 1,556,395 1,601,092 44,697

    減価償却累計額 1,097,060 459,334 1,188,305 412,786 91,244 △46,547

  (7)土地 2,979,559 2,975,845 △3,713

   有形固定資産合計 11,004,828 88.8 10,718,374 88.5 △286,454

 ２ 無形固定資産

  (1)借地権 42,961 42,961 -

  (2)ソフトウェア 5,709 14,571 8,861

  (3)その他 11,097 3,282 △7,815

   無形固定資産合計 59,768 0.5 60,815 0.5 1,046

 ３ 投資その他の資産

  (1)投資有価証券 179,883 140,218 △39,664

  (2)長期前払費用 - 3,131 3,131

  (3)その他 55,632 53,163 △2,468

   投資その他の資産合計 235,515 1.9 196,513 1.6 △39,001

   固定資産合計 11,300,113 91.2 10,975,703 90.6 △324,410

Ⅲ 繰延資産

 １ 社債発行費 1,800 1,000 △800

   繰延資産合計 1,800 0.0 1,000 0.0 △800

   資産合計 12,389,644 100.0 12,111,016 100.0 △278,628
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前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

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 444,818 462,411 17,593

 ２ 短期借入金 550,000 550,000 -

 ３ １年以内に償還する 

   社債
96,000 96,000 -

 ４ １年以内に返済予定の 

   長期借入金
177,000 67,000 △110,000

 ５ 未払金 210,549 156,847 △53,702

 ６ 未払法人税等 53,900 106,300 52,400

 ７ 未払消費税等 7,173 39,324 32,150

 ８ 未払事業所税 15,890 15,971 81

 ９ 未払費用 317,731 283,803 △33,927

 10 前受金 194,701 149,091 △45,609

 11 預り金 7,524 15,138 7,614

 12 その他 - 206 206

   流動負債合計 2,075,288 16.8 1,942,095 16.0 △133,193

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 156,000 60,000 △96,000

 ２ 長期借入金 99,500 32,500 △67,000

 ３ 退職給付引当金 573,025 620,349 47,323

 ４ 役員退職慰労引当金 98,749 109,768 11,019

 ５ 営業預り保証金 294,506 290,900 △3,606

 ６ 繰延税金負債 278,816 223,531 △55,284

 ７ 再評価に係る繰延税金 

   負債
※１ 668,704 668,704 -

 ８ その他 4,010 3,944 △66

   固定負債合計 2,173,312 17.5 2,009,698 16.6 △163,614

   負債合計 4,248,601 34.3 3,951,793 32.6 △296,807
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前事業年度 

(平成19年11月30日)

当事業年度 

(平成20年11月30日)
比較増減

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 3,455,000 27.9 3,455,000 28.5 -

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 3,363,010 3,363,010 -

    資本剰余金合計 3,363,010 27.1 3,363,010 27.8 -

 ３ 利益剰余金

  (1)利益準備金 66,144 66,144 -

  (2)その他利益剰余金

    買換資産圧縮積立金 775,253 746,101 △29,151

    繰越利益剰余金 66,315 138,956 72,641

    利益剰余金合計 907,712 7.3 951,201 7.9 43,489

 ４ 自己株式 △ 17,669 △ 0.1 △20,098 △0.2 △2,429

   株主資本合計 7,708,053 62.2 7,749,112 64.0 41,059

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
1,673 0.0 △21,988 △0.2 △23,661

 ２ 土地再評価差額金 ※１ 431,316 3.5 432,098 3.6 781

   評価・換算差額等合計 432,989 3.5 410,109 3.4 △22,880

   純資産合計 8,141,042 65.7 8,159,222 67.4 18,179

   負債・純資産合計 12,389,644 100.0 12,111,016 100.0 △278,628
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

至 平成20年11月30日)

比較増減

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 営業収益

 １ 料理売上金 1,770,029 1,793,645 23,616

 ２ 酒飲料売上金 505,896 507,870 1,973

 ３ 宿泊料収入 1,072,428 1,056,731 △15,697

 ４ サービス料収入 328,273 330,476 2,202

 ５ その他の収入 1,972,726 5,649,355 100.0 2,088,855 5,777,578 100.0 116,128 128,222

Ⅱ 営業費用

 １ 料飲材料費 474,351 492,653 18,301

 ２ その他材料費 1,323,275 1,363,615 40,339

 ３ 人件費 ※１ 1,483,196 1,514,034 30,838

 ４ 福利厚生費 168,279 172,129 3,849

 ５ 退職給付費用 120,847 139,858 19,011

 ６ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
9,633 11,019 1,386

 ７ 販売手数料 256,412 249,049 △7,363

 ８ 業務委託費 289,708 277,792 △11,915

 ９ 貸倒引当金繰入額 - 580 580

 10 水道光熱費 253,613 263,767 10,153

 11 不動産賃借料 80,376 83,012 2,636

 12 租税公課 93,652 95,236 1,583

 13 消耗品費 150,834 151,154 320

 14 減価償却費 359,205 454,789 95,583

 15 その他 451,721 5,515,106 97.6 335,058 5,603,750 97.0 △116,663 88,643

   営業利益 134,248 2.4 173,828 3.0 39,579

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息・配当金 2,200 2,474 273

 ２ 金利スワップ評価益 367 66 △301

 ３ 受取保険金 648 1,116 468

 ４ その他 ※２ 939 4,156 0.1 533 4,190 0.1 △405 34
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前事業年度 

(自 平成18年12月１日 

至 平成19年11月30日)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

至 平成20年11月30日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅳ 営業外費用

 １ 社債利息 2,390 2,613 223

 ２ 支払利息 13,941 13,866 △75

 ３ その他 600 16,932 0.3 800 17,279 0.3 200 347

   経常利益 121,472 2.2 160,738 2.8 39,265

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券清算益 1,843 - △1,843

 ２ 固定資産売却益 ※３ 530 2,373 0.0 - - - △530 △ 2,373

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 38,505 17,151 △21,353

 ２ 役員退職慰労金 53,574 - △53,574

 ３ 過年度役員退職慰労引当 

   金繰入額
89,116 181,195 3.2 - 17,151 0.3 △89,116 △164,044

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失（△）
△ 57,348 △ 1.0 143,587 2.5 200,936

   法人税、住民税 

   及び事業税
45,413 118,154 72,740

   法人税等調整額 △ 18,864 26,548 0.5 △47,949 70,205 1.2 △29,084 43,656

   当期純利益又は 

   当期純損失（△）
△ 83,897 △ 1.5 73,382 1.3 157,279
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前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年11月30日残高(千円) 3,455,000 3,363,010 3,363,010

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合計(千円) - - -

平成19年11月30日残高(千円) 3,455,000 3,363,010 3,363,010

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計買換資産圧縮積

立金
繰越利益剰余金

平成18年11月30日残高(千円) 66,144 804,404 164,771 1,035,320 △ 13,546 7,839,784

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 - - △ 43,711 △ 43,711 - △ 43,711

 当期純損失 - - △ 83,897 △ 83,897 - △ 83,897

 買換資産圧縮積立金の取崩 - △ 29,151 29,151 - - -

 自己株式の取得 - - - - △ 4,122 △ 4,122

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) - △ 29,151 △ 98,456 △ 127,608 △ 4,122 △ 131,731

平成19年11月30日残高(千円) 66,144 775,253 66,315 907,712 △ 17,669 7,708,053

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

土地再評価 

差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年11月30日残高(千円) 2,798 605,718 608,516 8,448,300

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 - - - △ 43,711

 当期純損失 - - - △ 83,897

 買換資産圧縮積立金の取崩 - - - -

 自己株式の取得 - - - △ 4,122

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△ 1,125 △ 174,401 △ 175,526 △ 175,526

事業年度中の変動額合計(千円) △ 1,125 △ 174,401 △ 175,526 △ 307,258

平成19年11月30日残高(千円) 1,673 431,316 432,989 8,141,042
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当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年11月30日残高(千円) 3,455,000 3,363,010 3,363,010

事業年度中の変動額

事業年度中の変動額合計(千円) - - -

平成20年11月30日残高(千円) 3,455,000 3,363,010 3,363,010

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計買換資産圧縮積

立金
繰越利益剰余金

平成19年11月30日残高(千円) 66,144 775,253 66,315 907,712 △ 17,669 7,708,053

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 - - △ 29,111 △29,111 - △29,111

 当期純利益 - - 73,382 73,382 - 73,382

 買換資産圧縮積立金の取崩 - △ 29,151 29,151 - - -

 土地再評価差額金取崩 - - △781 △781 - △781

 自己株式の取得 - - - - △2,429 △2,429

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) - △ 29,151 72,641 43,489 △2,429 41,059

平成20年11月30日残高(千円) 66,144 746,101 138,956 951,201 △20,098 7,749,112

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

土地再評価 

差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年11月30日残高(千円) 1,673 431,316 432,989 8,141,042

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 - - - △29,111

 当期純利益 - - - 73,382

 買換資産圧縮積立金の取崩 - - - -

 土地再評価差額金取崩 - - - △781

 自己株式の取得 - - - △2,429

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△23,661 781 △22,880 △22,880

事業年度中の変動額合計(千円) △23,661 781 △22,880 18,179

平成20年11月30日残高(千円) △21,988 432,098 410,109 8,159,222
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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12月１日 

至 平成19年11月30日)

当事業年度 

(自 平成19年12月１日 

至 平成20年11月30日)

比較増減

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

 １ 営業収入 5,731,824 5,828,221 96,396

 ２ 原材料又は商品の仕入れによる支出 △ 1,848,004 △ 1,943,523 △ 95,518

 ３ 人件費の支出 △ 1,766,471 △ 1,711,612 54,859

 ４ その他の営業支出 △ 1,671,282 △ 1,561,898 109,383

    小計 446,066 611,187 165,121

 ５ 利息及び配当金の受取額 2,200 2,520 319

 ６ 利息の支払額 △ 15,321 △ 12,694 2,626

 ７ 法人税等の支払額 △ 30,938 △ 65,817 △ 34,879

   営業活動によるキャッシュ・フロー 402,007 535,195 133,188

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 490,871 △ 206,749 284,121

 ２ 有形固定資産の売却による収入 642 3,713 3,070

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △ 10,815 △ 6,690 4,124

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △ 675 △ 169 505

 ５ 投資有価証券の売却等による収入 1,832 - △ 1,832

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 499,886 △ 209,896 289,989

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 700,000 500,000 △ 200,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 700,000 △ 500,000 200,000

 ３ 長期借入れによる収入 200,000 - △ 200,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 151,000 △ 177,000 △ 26,000

 ５ 社債の発行による収入 297,600 - △ 297,600

 ６ 社債の償還による支出 △ 48,000 △ 96,000 △ 48,000

 ７ 配当金の支払額 △ 43,711 △ 29,111 14,599

 ８ その他 △ 1,356 1,643 2,999

   財務活動によるキャッシュ・フロー 253,532 △ 300,467 △ 554,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 155,653 24,831 △ 130,822

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 538,276 693,930 155,653

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 693,930 718,761 24,831
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)

(2) 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)

(2) 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 デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法 同左

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  平成19年3月31日以前に取得した

もの

旧定額法

  平成19年4月1日以降に取得したも

の

定額法

  耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

  なお、建物については、平成10年

度の法人税法の改正により耐用年

数の短縮が行われておりますが、

改正前の耐用年数を継続して適用

しております。

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正((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

に変更しております。これによる損益

への影響は軽微であります。

  
 
  
-

(1) 有形固定資産

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

- 

  

 

  

 

  

 

（追加情報） 

当事業年度から平成19年3月31日以前

に取得したものについては、償却可能

限度額まで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。この結果、従来の方法によった

場合に比べて、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が76,986千円少な

く計上されております。
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項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(2) 無形固定資産

定額法

  耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

ております。

  なお、自社利用ソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

(3) 長期前払費用

同左

５ 繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費

 社債の償還までの期間にわたる定額

法

(1) 社債発行費

同左

６ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

 期末現在に有する債権の貸倒れによ

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

(2)退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。なお、会計基準

変更時差異(889,469千円)について

は、15年による按分額を費用処理し

ております。

(2)退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

(3)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

上しております。

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来支出時の費用

として処理しておりましたが、当事業

年度より内規に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しております。 

この変更は、近年役員退職慰労引当金

の計上が会計慣行として定着してきた

ことを踏まえ、当社においても将来の

支出時における一時的負担の増大を避

け、役員退職慰労金を役員の在任期間

にわたり費用配分することが期間損益

の適正化及び財務体質の健全化に資す

ると判断したこと、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第4号）

の適用により、役員に係る報酬等につ

いて引当金計上を含めた費用処理が必

要と考えられること、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（監査・保

証実務委員会報告第42号）が公表され

たこと、に伴うものであります。 

この変更に伴い、従来の会計処理方法

に比べ、営業利益及び経常利益は

9,633千円少なく、過年度分について

は特別損失に計上しているため、税引

前当期純損失は98,749千円多く計上さ

れております。 

なお、当該会計処理の変更を当下半期

に行ったのは、当上半期（平成19年4

月13日）に「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備金並

びに役員退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」（監査・保証実務委員

会報告第42号）が公表されたことを契

機に、役員退職慰労金支給規程を平成

19年10月26日の取締役会において再検

討した結果、より早く財務体質の健全

化を図るために上記委員会報告第42号

を早期適用することとしたからであり

ます。このため、当中間期は従来の方

法によっており、当中間期は変更後の

方法によった場合に比べ、営業利益及

び経常利益は4,816千円多く、税引前

中間純損失は93,933千円少なく計上さ

れております。

(3)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

上しております。
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
- 
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項目
前事業年度

(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

７ 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

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、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

しか負わない短期的な投資からなって

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

消費税及び地方消費税の会計処理方法

 税抜方式

消費税及び地方消費税の会計処理方法

同左
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(6) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30日)

※１ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

し、再評価額に係る税効果相当額については負債

の部に計上しております。

   再評価を行った年月日 平成12年11月30日

   再評価の方法     「土地の再評価に関する

法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119

号)第２条第５号に定め

る「不動産鑑定士による

鑑定評価」によっており

ます。

（追加情報） 

事業用土地の評価差額については、平成17年11月

期に回収可能性のないものと判断した評価差額に

係る繰延税金資産は取崩しましたが、「投資事業

組合への出資及び土地再評価差額金に係る繰延税

金に関する留意事項について」（日本公認会計士

協会 リサーチセンター審理情報[NO.23]）によ

り、個別の土地ごとに検討する取扱いが明確化さ

れたため、当事業年度に具体的な売却予定のない

事業用土地を個別に検討した結果、当該土地の再

評価差額に係る繰延税金資産は回収可能性がない

ものと判断し、追加して取崩すこととしました。 

この結果、貸借対照表の純資産の部の「土地再評

価差額金」が174,401千円減少し、固定負債の

「再評価に係る繰延税金負債」が同額増加してお

ります。 

なお、これによる損益への影響はありません。

※１ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

し、再評価額に係る税効果相当額については負債

の部に計上しております。

   再評価を行った年月日 平成12年11月30日

   再評価の方法     「土地の再評価に関する

法律施行令」(平成10年

３月31日公布政令第119

号)第２条第５号に定め

る「不動産鑑定士による

鑑定評価」によっており

ます。

   
  
 
  
 
  
 
  
 
- 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

※１ 人件費には、未払従業員賞与が125,300千円含ま

れております。

※１ 人件費には、未払従業員賞与が139,820千円含ま

れております。

※２ 有価証券利息25千円は、金額が僅少なため、「そ

の他」に含めて表示しております。

※２ 有価証券利息 105千円は、金額が僅少なため、

「その他」に含めて表示しております。

※３ 固定資産売却益の内訳 

  車両運搬具                  530千円

※３ 固定資産売却益の内訳 

                            -

※４ 固定資産除却損の内訳

建物附属設備 36,892千円

器具及び備品 1,612

合計 38,505

※４ 固定資産除却損の内訳

建物附属設備 15,117千円

器具及び備品 2,033

合計 17,151
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 (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5,869株 

  

 
  

 
  

 
  

   

 (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4,060株 

  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日)

１ 発行済株式に関する事項

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(株) 5,856,400 - - 5,856,400

２ 自己株式に関する事項

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(株) 28,257 5,869 - 34,126

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

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年2月26日 
定時株主総会

普通株式 43,711 7.5 平成18年11月30日 平成19年2月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年2月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 29,111 5 平成19年11月30日 平成20年2月29日

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

１ 発行済株式に関する事項

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(株) 5,856,400 - - 5,856,400

２ 自己株式に関する事項

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(株) 34,126 4,060 - 38,186

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

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年2月28日 
定時株主総会

普通株式 29,111 5 平成19年11月30日 平成20年2月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年2月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 43,636 7.5 平成20年11月30日 平成21年2月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

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11月30日)

現金及び預金勘定 693,930千円

現金及び現金同等物 693,930

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11月30日)

現金及び預金勘定 718,761千円

現金及び現金同等物 718,761

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

器具及び備品

取得価額相当額 27,480千円

減価償却累計額相当額 20,390

期末残高相当額 7,089
  

器具及び備品

取得価額相当額 22,582千円

減価償却累計額相当額 18,475

期末残高相当額 4,106

なお、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」により算定しています。

なお、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」により算定しています。

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,983千円

１年超 4,106

合計 7,089

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,147千円

１年超 1,959

合計 4,106

なお、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

しています。

なお、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

しています。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,431千円

減価償却費相当額 5,431

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3,359千円

減価償却費相当額 3,359

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

額法によっています。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左
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   その他有価証券 

    非上場株式                       83,170千円 

  

４ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

   1年以内                        9,984千円 

  

  

 
  

   その他有価証券 

    非上場株式                      83,170千円 

(有価証券関係)

前事業年度(平成19年11月30日)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

貸借対照表日における 
時価(千円)

差額(千円)

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの

国債・地方債等 9,984 9,987 2

合計 9,984 9,987 2

２ その他有価証券の株式で時価のあるもの

取得原価(千円)
貸借対照表日における
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

4,624 9,372 4,748

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

89,271 87,339 △1,931

合計 93,895 96,712 2,816

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

当事業年度(平成20年11月30日)

１ その他有価証券の株式で時価のあるもの

取得原価(千円)
貸借対照表日における
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

4,624 6,669 2,044

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

89,441 50,378 △ 39,062

合計 94,065 57,047 △ 37,017

２ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額
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１ デリバティブ取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

                         

 
（注）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された時価等に基づき算定しております。 

  

前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度 
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年11月30日)

当事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日)

１ 取引の内容及び利用目的等 
 当社は、財務構造から生じる金利変動リスクを軽減
するため、変動金利の借入金を固定金利に換える金利
スワップを行っています。

１ 取引の内容及び利用目的等
          同左

２ 取引に対する取組方針 
 金利スワップ取引は借入金の変動金利を固定金利に
変換する目的のみで利用しており、投機目的の取引及
びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない
方針であります。

２ 取引に対する取組方針
          同左 
      

３ 取引に係るリスクの内容
 金利スワップにおいては市場金利の変動によるリス
クを有しています。 
 デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内の金
融機関であり、相手先の契約不履行によるいわゆる信
用リスクはほとんどないと判断しています。

３ 取引に係るリスクの内容
          同左

４ 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経理部が集中し
て行っており、残高状況、評価損益状況を常に把握
し、随時経理担当役員に報告される。また取引の種類
を限定し、契約額の総額に上限を設けることによりリ
スク管理を行っています。

４ 取引に係るリスク管理体制  
          同左

５ その他 
 「取引の時価等に関する事項」における契約額等
は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リス
ク量を示すものではありません。

５ その他
          同左 
 

対象物の
種類

取引の種類

前事業年度 当事業年度

（平成19年11月30日現在） （平成20年11月30日現在）

契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

金利
スワップ 
取引

60,000 △ 66 △ 66 - - -

計 60,000 △ 66 △ 66 - - -

(持分法投資損益等)
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前事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 事務所及び駐車場の賃貸については、グランドアネックス水町他テナントと同一条件であります。 

２ 消費税及び地方消費税は、取引金額には含まず、期末残高には含んで表示しております。 

３ 当社代表取締役 原範行及びその近親者が議決権の80％を直接保有しております。 

  

当事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 事務所及び駐車場の賃貸については、グランドアネックス水町他テナントと同一条件であります。 

２ 消費税及び地方消費税は、取引金額には含まず、期末残高には含んで表示しております。 

３ 当社代表取締役 原範行及びその近親者が議決権の80％を直接保有しております。 

  

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

原地所㈱
横浜市 
中区

95,000 不動産業
被所有

0.00
兼任

２人

事務所及
び駐車場
の賃貸

保証金の
受入

-
営業預り
保証金

6,807

事務所賃貸 9,985 前受金 873

駐車場賃貸 840 前受金 73

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

原地所㈱
横浜市 
中区

95,000 不動産業
被所有

0.00
兼任

２人

事務所及
び駐車場
の賃貸

保証金の
受入

-
営業預り
保証金

6,807

事務所賃貸 9,985 前受金 873

駐車場賃貸 840 前受金 73
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年11月30日)

当事業年度 
(平成20年11月30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

繰延税金資産

退職給付引当金 232,648千円

未払事業所税 6,451

未払賞与 8,947

未払事業税 7,100

減損損失 4,484

   金利スワップ評価損 26

役員退職慰労引当金 40,092

繰延税金資産小計 299,751

   評価性引当額 △ 44,576

繰延税金資産合計 255,174

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △510,348千円

その他有価証券評価差額金 △1,143

繰延税金負債合計 △511,491

繰延税金負債の純額 △256,316
 

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

退職給付引当金 251,861千円

未払事業所税 6,484

未払賞与 13,902

未払事業税 10,964

有価証券評価差額 15,029

減損損失 4,484

役員退職慰労引当金 44,566

その他 365

繰延税金資産小計 347,643

  評価性引当額 △49,415

繰延税金資産合計 298,227

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △490,422千円

繰延税金負債合計 △490,422

繰延税金負債の純額 △192,194

   上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。 

再評価に係る繰延税金資産 

再評価に係る繰延税金資産    222,095千円 

評価性引当額         △222,095千円 

再評価に係る繰延税金資産合計     -千円 

再評価に係る繰延税金負債 

再評価に係る繰延税金負債   △668,704千円 

再評価に係る繰延税金負債の純額△668,704千円

   上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」として

計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。 

再評価に係る繰延税金資産 

再評価に係る繰延税金資産    221,778千円 

評価性引当額         △221,778千円 

再評価に係る繰延税金資産合計      -千円 

再評価に係る繰延税金負債 

再評価に係る繰延税金負債   △668,704千円 

再評価に係る繰延税金負債の純額△668,704千円

 

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

税引前当期純損失のため
記載しておりません。

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

  法定実行税率             40.6％

  （調整）

  交際費等永久に損金に算入されない項目  2.3％

  住民税均等割              2.6％

  役員退職慰労引当金繰入額        3.1％

  その他                 0.3％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率   48.9％
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は、退職給付制度として、退職一時金制度を

採用しております。

 なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法)によってお

ります。

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は、退職給付制度として、退職一時金制度を

採用しております。

 なお、退職給付債務の算定は簡便法(期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法)によってお

ります。

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年11月30日)

(1) 退職給付債務 △1,047,409千円

(2) 会計基準変更時差異の
  未処理額

474,383

(3) 退職給付引当金(1)+(2) △573,025

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年11月30日)

(1) 退職給付債務 △1,035,434千円

(2) 会計基準変更時差異の
 未処理額

415,085

(3) 退職給付引当金(1)+(2) △620,349

３ 退職給付費用に関する事項(自平成18年12月１日

至平成19年11月30日)

(1) 勤務費用 61,549千円

(2) 会計基準変更時差異の
費用処理額

59,297

  退職給付費用 120,847

３ 退職給付費用に関する事項(自平成19年12月１日

至平成20年11月30日)

(1) 勤務費用 80,560千円

(2) 会計基準変更時差異の
費用処理額

59,297

 退職給付費用 139,858

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   会計基準変更時差異の処理年数

    15年による按分額を費用処理しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   会計基準変更時差異の処理年数

    15年による按分額を費用処理しております。

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年12月１日
至 平成19年11月30日)

当事業年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

 
１株当たり純資産額 1,398.26円 １株当たり純資産額 1,402.36円

 
１株当たり当期純損失 14.40円 １株当たり当期純利益 12.61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金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。

 

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 貸借対照表の純資産の部の合計額  8,141,042千円 

 普通株式に係る純資産額      8,141,042千円 

 普通株式の発行済株式数       5,856,400株 

 普通株式の自己株式数         34,126株 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

                   5,822,274株

算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 貸借対照表の純資産の部の合計額  8,159,222千円 

 普通株式に係る純資産額      8,159,222千円 

 普通株式の発行済株式数       5,856,400株 

 普通株式の自己株式数         38,186株 

 １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

                    5,818,214株 

 

 
 

 

２ １株当たり当期純損失

損益計算書上の当期純損失 83,897千円

普通株式に係る当期純損失 83,897千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  該当事項はありません。            

普通株式の期中平均株式数 5,825,213株

 
 

 

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 73,382千円

普通株式に係る当期純利益 73,382千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  該当事項はありません。            

普通株式の期中平均株式数 5,819,957株

(重要な後発事象)
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（平成21年2月26日付） 

新任取締役候補 

 社外取締役      濱田 賢治（現 東日本旅客鉄道株式会社執行役員横浜支社長） 

  

退任予定取締役 

 社外取締役      佐々木 信幸（現 株式会社ジェイアール東日本企画代表取締役社長） 

  

５ その他

(1) 役員の異動

(2) 営業部門売上高

（千円未満切捨表示）

期別 前事業年度 当事業年度

増減（△）自 平成18年12月 1日 自 平成19年12月 1日

至 平成19年11月30日 至 平成20年11月30日

金額
構成比

金額
構成比

金額
前年比

部門 ％ ％ ％

ホテル宿泊部門 1,311,744 23.2 1,284,941 22.3 △ 26,802 △ 2.0

ホテル宴会部門
2,414,763 42.8 2,561,308 44.3 146,545 6.1

ホテル食事部門 1,503,675 26.6 1,518,353 26.3 14,677 1.0

ホテルその他部門 176,359 3.1 174,646 3.0 △ 1,713 △ 1.0

計 5,406,542 95.7 5,539,249 95.9 132,706 2.5

髙島屋ホテルニューグランド ザ・カフェ
114,806 2.0 114,028 2.0 △ 778 △ 0.7

そごう横浜店 バー シーガーディアンⅢ
65,581 1.2 64,359 1.1 △ 1,222 △ 1.9

グランドアネックス水町 62,424 1.1 59,941 1.0 △ 2,483 △ 4.0

合計 5,649,355 100.0 5,777,578 100.0 128,222 2.3
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