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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 24,824 △1.8 199 △9.7 282 5.3 △202 △388.4
20年3月期 25,291 154.2 221 △69.4 268 △62.9 70 △87.7

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 ％ ％ ％

21年3月期 △4.05 ― △2.5 2.5 0.8
20年3月期 1.40 ― 0.8 2.1 0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △0百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 11,015 7,939 72.1 158.76
20年3月期 12,025 8,309 69.1 166.15

（参考） 自己資本   21年3月期  7,939百万円 20年3月期  8,309百万円

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

21年3月期 △287 △143 △1,150 810
20年3月期 2,410 △1,076 △313 2,391

2.  配当の状況 

（注）22年3月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 150 213.6 1.8
21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 150 ― 1.9
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間 15,800 19.7 △5 △105.9 42 △67.5 △130 ― △2.60

通期 32,000 28.9 260 30.1 360 27.2 150 174.0 3.00



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

（注）詳細は、6ページ「2 企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 日本ホテルファンド株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 50,020,000株 20年3月期 50,020,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  10,594株 20年3月期  8,283株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 6,939 △3.4 88 △35.2 275 △6.5 △138 △173.8
20年3月期 7,180 △27.4 136 △81.2 294 △59.5 187 △67.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △2.77 ―
20年3月期 3.76 ―

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

21年3月期 10,953 8,080 73.8 161.59
20年3月期 11,910 8,384 70.4 167.66

（参考） 自己資本 21年3月期  8,080百万円 20年3月期  8,384百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は、当社が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、今後の様々な不確定要素により実際の数値
と異なる場合があります。 

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

2,600 △35.0 △105 △515.4 △50 △138.1 △175 △537.4 △3.50

通期 6,000 △13.5 75 △15.1 200 △27.5 65 146.9 1.30
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,391,591 810,383

受取手形及び売掛金 854,742 991,300

割賦売掛金 2,688,225 1,370,609

営業貸付金 547,219 2,176,663

たな卸資産 ※6  2,307,204 －

商品及び製品 － 479,904

仕掛品 － 36,370

販売用不動産 － 1,567,315

繰延税金資産 252,297 202,034

求償債権 － 640,000

その他 193,500 113,134

貸倒引当金 △8,816 △41,317

流動資産合計 9,225,966 8,346,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,180,881 1,207,701

減価償却累計額 △583,066 △627,874

建物及び構築物（純額） ※2  597,815 579,826

機械装置及び運搬具 892,864 892,864

減価償却累計額 △844,295 △855,901

機械装置及び運搬具（純額） 48,568 36,962

土地 ※6, ※2  794,200 797,752

リース資産 － 162,252

減価償却累計額 － △41,192

リース資産（純額） － 121,059

その他 124,355 129,182

減価償却累計額 △74,115 △85,250

その他（純額） 50,240 43,931

有形固定資産合計 1,490,825 1,579,533

無形固定資産   

のれん 587,132 625,767

その他 20,792 21,689

無形固定資産合計 607,924 647,457

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  181,167 161,171

繰延税金資産 269,485 30,931

その他 249,632 250,229

投資その他の資産合計 700,284 442,332

固定資産合計 2,799,034 2,669,323

資産合計 12,025,000 11,015,722



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 376,644 130,633

短期借入金 ※2  2,700,000 2,380,000

リース債務 － 41,061

未払法人税等 24,917 48,722

賞与引当金 81,277 48,552

割賦利益繰延 134,226 72,365

その他 86,270 98,408

流動負債合計 3,403,337 2,819,744

固定負債   

社債 127,500 102,500

リース債務 － 86,051

退職給付引当金 162,253 40,793

役員退職慰労引当金 8,901 13,847

その他 13,500 13,500

固定負債合計 312,154 256,692

負債合計 3,715,492 3,076,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 2,232,960 1,880,306

自己株式 △1,088 △1,223

株主資本合計 8,296,560 7,943,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,947 △4,485

評価・換算差額等合計 12,947 △4,485

純資産合計 8,309,508 7,939,286

負債純資産合計 12,025,000 11,015,722



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 25,291,870 24,824,501

売上原価 ※1  23,459,720 23,118,008

売上総利益 1,832,150 1,706,492

販売費及び一般管理費 ※2  1,610,874 1,506,665

営業利益 221,275 199,827

営業外収益   

受取利息 2,609 2,405

受取配当金 1,902 2,541

受取賃貸料 － 49,158

業務受託手数料 30,990 26,769

その他 22,892 13,078

営業外収益合計 58,395 93,954

営業外費用   

支払利息 3,407 1,467

和解金 － 1,800

手形売却損 － 1,005

その他 7,401 6,526

営業外費用合計 10,808 10,799

経常利益 268,862 282,982

特別利益   

固定資産売却益 ※3  86,501 －

特別利益合計 86,501 －

特別損失   

販売用不動産評価損 － 53,850

事業撤退損 － 47,465

特別退職金 － 15,000

賃貸借契約解約損 － 2,000

会員権評価損 － 950

固定資産除却損 ※4  14,701 －

特別損失合計 14,701 119,265

税金等調整前当期純利益 340,662 163,716

法人税、住民税及び事業税 24,751 65,536

法人税等調整額 223,476 300,798

法人税等合計 248,227 366,335

少数株主利益 22,182 －

当期純利益又は当期純損失（△） 70,252 △202,618



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,064,688 6,064,688

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,064,688 6,064,688

利益剰余金   

前期末残高 2,312,747 2,232,960

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益又は当期純損失（△） 70,252 △202,618

当期変動額合計 △79,787 △352,654

当期末残高 2,232,960 1,880,306

自己株式   

前期末残高 △928 △1,088

当期変動額   

自己株式の取得 △160 △134

当期変動額合計 △160 △134

当期末残高 △1,088 △1,223

株主資本合計   

前期末残高 8,376,508 8,296,560

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益又は当期純損失（△） 70,252 △202,618

自己株式の取得 △160 △134

当期変動額合計 △79,947 △352,788

当期末残高 8,296,560 7,943,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 35,505 12,947

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,558 △17,433

当期変動額合計 △22,558 △17,433

当期末残高 12,947 △4,485

評価・換算差額等合計   

前期末残高 35,505 12,947

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,558 △17,433

当期変動額合計 △22,558 △17,433

当期末残高 12,947 △4,485



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,412,014 8,309,508

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益 70,252 △202,618

自己株式の取得 △160 △134

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,558 △17,433

当期変動額合計 △102,505 △370,222

当期末残高 8,309,508 7,939,286



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 340,662 163,716

減価償却費 86,557 132,736

のれん償却額 67,986 78,036

貸倒引当金の増減額（△は減少） △458 14,872

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,120 △32,725

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,362 △121,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,687 4,946

受取利息及び受取配当金 △4,512 △4,946

支払利息 3,407 1,467

有形固定資産売却損益（△は益） △86,501 －

販売用不動産評価損 － 53,850

賃貸借契約解約損 － 2,000

有形固定資産除却損 14,701 －

会員権評価損 － 950

売上債権の増減額（△は増加） 3,105,596 1,822,312

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,457 169,244

営業貸付金の増減額（△は増加） △325,379 △1,629,444

仕入債務の増減額（△は減少） △261,477 △246,010

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △129,770 △61,860

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,375 －

求償債権の増減額（△は増加） － △640,000

その他 △217,292 43,004

小計 2,417,240 △249,310

利息及び配当金の受取額 4,512 4,946

利息の支払額 △3,407 △1,467

法人税等の支払額 △7,556 △41,732

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,410,788 △287,563

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △554,279 △53,483

有形及び無形固定資産の売却による収入 412,065 1,731

投資有価証券の取得による支出 △102,115 △3,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△249,057 △83,517

子会社株式の追加取得による支出 △418,450 －

差入保証金の差入による支出 △21,756 △25,850

差入保証金の回収による収入 7,940 22,340

事業譲受による支出 △144,130 －

その他 △7,044 △853

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,076,827 △143,334



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 500,000 1,220,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △2,160,000

リース債務の返済による支出 － △35,139

長期借入金の返済による支出 △138,170 －

社債の償還による支出 △124,682 △25,000

自己株式の取得による支出 △160 △134

配当金の支払額 △150,039 △150,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △313,052 △1,150,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,020,909 △1,581,207

現金及び現金同等物の期首残高 1,370,682 2,391,591

現金及び現金同等物の期末残高 2,391,591 810,383























































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,995,365 303,962

受取手形 145,767 15,463

売掛金 ※5  708,974 379,011

割賦売掛金 ※1  2,688,225 1,370,609

営業貸付金 547,219 2,176,663

商品 23,967 －

製品 50,360 －

商品及び製品 － 54,793

原材料 25,915 －

仕掛品 103,191 36,370

貯蔵品 5,818 －

販売用不動産 ※7  1,749,131 1,567,315

前払費用 59,262 57,977

短期貸付金 ※5  180,000 －

関係会社短期貸付金 ※5  － 850,000

繰延税金資産 247,038 194,009

求償債権 － 640,000

その他 129,257 43,446

貸倒引当金 △8,816 △23,688

流動資産合計 8,650,679 7,665,935

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,110,375 1,126,996

減価償却累計額 △535,185 576,717

建物（純額） ※3  575,189 550,279

構築物 56,877 66,476

減価償却累計額 △39,330 △41,329

構築物（純額） 17,546 25,146

機械及び装置 868,923 868,923

減価償却累計額 △822,309 △833,320

機械及び装置（純額） 46,614 35,602

車両運搬具 23,940 23,940

減価償却累計額 △21,986 △22,580

車両運搬具（純額） 1,953 1,359

工具、器具及び備品 82,376 94,394

減価償却累計額 △36,158 △55,399

工具、器具及び備品（純額） 46,217 38,995

土地 ※7, ※3  794,200 797,752

リース資産 － 162,252

減価償却累計額 － △41,192

リース資産（純額） － 121,059

有形固定資産合計 1,481,722 1,570,195

無形固定資産   

電話加入権 3,206 3,206

ソフトウエア 15,147 9,547

のれん 100,195 75,146

無形固定資産合計 118,549 87,900



投資その他の資産   

投資有価証券 164,049 146,016

関係会社株式 1,110,000 1,336,480

出資金 1,284 －

長期前払費用 6,872 3,873

繰延税金資産 271,078 31,046

差入保証金 102,544 109,269

その他 4,086 3,186

投資その他の資産合計 1,659,913 1,629,871

固定資産合計 3,260,186 3,287,967

資産合計 11,910,865 10,953,903



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 376,644 130,633

短期借入金 ※3  2,700,000 2,380,000

リース債務 － 41,061

未払金 － 8,941

未払費用 32,954 21,839

未払法人税等 16,709 16,426

預り金 8,706 13,892

賞与引当金 72,217 37,948

割賦利益繰延 ※2  134,226 72,365

その他 13,389 9,293

流動負債合計 3,354,848 2,732,403

固定負債   

リース債務 － 86,051

退職給付引当金 162,253 40,793

役員退職慰労引当金 8,901 13,847

固定負債合計 171,154 140,692

負債合計 3,526,003 2,873,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金   

利益準備金 45,300 60,400

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,265,341 1,961,624

利益剰余金合計 2,310,641 2,022,024

自己株式 △1,088 △1,223

株主資本合計 8,374,241 8,085,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,620 △4,681

評価・換算差額等合計 10,620 △4,681

純資産合計 8,384,862 8,080,807

負債純資産合計 11,910,865 10,953,903



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 2,567,536 1,898,777

商品売上高 ※3  949,201 1,833,967

手数料収入 ※3  2,677,580 1,663,872

営業貸付金収益 150,392 142,907

不動産売上高 835,969 1,400,221

売上高合計 7,180,680 6,939,746

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 44,897 50,360

当期製品仕入高 436,250 285,537

当期製品製造原価 2,104,900 1,529,191

合計 2,586,048 1,865,089

製品期末たな卸高 50,360 33,580

製品売上原価 2,535,687 1,831,509

商品売上原価   

商品期首たな卸高 － 23,967

当期商品仕入高 1,006,580 1,860,115

合計 1,006,580 1,884,082

商品期末たな卸高 23,967 21,213

商品売上原価 982,613 1,862,868

手数料収入原価 1,816,781 1,137,846

資金原価 40,393 45,965

不動産売上原価 ※1  682,352 1,106,245

売上原価合計 6,057,829 5,984,435

売上総利益 1,122,850 955,311

販売費及び一般管理費 ※2  986,467 866,984

営業利益 136,382 88,327

営業外収益   

受取利息 ※3  2,742 5,766

受取配当金 ※3  101,897 82,001

受取賃貸料 ※3  － 57,534

業務受託手数料 ※3  48,133 39,231

その他 ※3  10,339 8,969

営業外収益合計 163,113 193,504

営業外費用   

和解金 － 1,800

手形売却損 － 1,005

その他 4,500 3,337

営業外費用合計 4,500 6,143

経常利益 294,994 275,687



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※4  86,501 －

投資有価証券売却益 8,400 －

子会社清算益 42,231 －

特別利益合計 137,132 －

特別損失   

販売用不動産評価損 － 53,850

固定資産除却損 ※5  9,872 －

事業撤退損 － 47,465

会員権評価損 － 950

特別損失合計 9,872 102,265

税引前当期純利益 422,254 173,422

法人税、住民税及び事業税 5,682 8,440

法人税等調整額 228,736 303,564

法人税等合計 234,418 312,004

当期純利益又は当期純損失（△） 187,836 △138,581





（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,064,688 6,064,688

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 6,064,688 6,064,688

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 30,200 45,300

当期変動額   

剰余金の配当 15,100 15,100

当期変動額合計 15,100 15,100

当期末残高 45,300 60,400

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,242,644 2,265,341

当期変動額   

剰余金の配当 △165,139 △165,135

当期純利益又は当期純損失（△） 187,836 △138,581

当期変動額合計 22,697 △303,716

当期末残高 2,265,341 1,961,624

利益剰余金合計   

前期末残高 2,272,844 2,310,641

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益又は当期純損失（△） 187,836 △138,581

当期変動額合計 37,797 △288,616

当期末残高 2,310,641 2,022,024

自己株式   

前期末残高 △928 △1,088

当期変動額   

自己株式の取得 △160 △134

当期変動額合計 △160 △134

当期末残高 △1,088 △1,223

株主資本合計   

前期末残高 8,336,604 8,374,241

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益又は当期純損失（△） 187,836 △138,581

自己株式の取得 △160 △134

当期変動額合計 37,637 △288,751

当期末残高 8,374,241 8,085,489



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 35,505 10,620

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,884 △15,302

当期変動額合計 △24,884 △15,302

当期末残高 10,620 △4,681

評価・換算差額等合計   

前期末残高 35,505 10,620

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,884 △15,302

当期変動額合計 △24,884 △15,302

当期末残高 10,620 △4,681

純資産合計   

前期末残高 8,372,110 8,384,862

当期変動額   

剰余金の配当 △150,039 △150,035

当期純利益又は当期純損失（△） 187,836 △138,581

自己株式の取得 △160 △134

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,884 △15,302

当期変動額合計 12,752 △304,054

当期末残高 8,384,862 8,080,807
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