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1.  22年3月期の連結業績（平成21年3月21日～平成22年3月20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 ％

22年3月期 8,136 △7.1 △155 ― △150 ― △184 ―

21年3月期 8,761 ― △306 ― △305 ― △1,008 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △12.27 ― △7.0 △3.4 △1.9

21年3月期 △67.18 ― △74.2 △13.0 △3.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 4,145 2,534 61.1 168.80
21年3月期 4,707 2,719 57.8 181.09

（参考） 自己資本   22年3月期  2,534百万円 21年3月期  2,719百万円

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

22年3月期 △275 △124 △201 912
21年3月期 53 108 298 1,514

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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

5,238 18.7 59 ― 64 ― 35 ― 2.33

通期 10,100 24.1 65 ― 77 ― 40 ― 2.66
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  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、１７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）の算定上の基礎となる株式数については、３３ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 ファシリティーマネジメント株式会社 ） 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） 22年3月期 15,280,000株 21年3月期 15,280,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  264,871株 21年3月期  264,871株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年3月21日～平成22年3月20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 ％

22年3月期 4,845 △42.5 △265 ― △227 ― △210 ―

21年3月期 8,430 △30.8 △313 ― △312 ― △1,010 ―

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

22年3月期 △13.99 ―

21年3月期 △67.30 ―

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

22年3月期 3,756 2,506 66.7 166.94
21年3月期 4,582 2,717 59.3 180.97

（参考） 自己資本 22年3月期  2,506百万円 21年3月期  2,717百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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 

本資料に掲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については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

2,520 △42.9 5 ― 9 ― 4 ― 0.27

通期 4,700 △2.9 7 ― 14 ― 4 ― 0.27
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融不安を発端とする景気低迷のなか、円高・デフレにより企

業収益が悪化し、設備投資・個人消費の低迷など、景気は依然として厳しい状況のまま推移いたしました。 

 当業界におきましては、企業の設備投資意欲の減退から需要の減少傾向は改善されず、出店延期など、厳しい経

営環境が継続しております。 

 このような状況のもと、当社グループは、黒字転換を果たすため、グループ一丸となって、収益力の改善に取り

組んでまいりました。当社の強みである機動力と職人力を活かすべく軽微な改装工事需要の開拓をリショップ事業

として取り組みました。また、大手ゼネコンからの受注、大型案件対応、休眠顧客の掘り起こしなど、受注の確保

に努めました。 

 また、平成21年４月１日に店舗のトータルサポートを目的として、清掃・メンテナンス事業を手がけるファシリ

ティーマネジメント株式会社を子会社化し、店舗にかかわる周辺ビジネスにも進出いたしました。 

 しかしながら、需要の急速な悪化による影響は大きく、工事受注は計画を大幅に下回り、経費の節減に努めまし

たが、売上高の減少、売上総利益率の低下、貸倒引当金の増加等により黒字化には至りませんでした。 

  この結果、当連結会計年度の売上高は8,136百万円（前年同期比7.1％減）、営業損失155百万円（前年同期は

306百万円の損失）、経常損失150百万円（前年同期は305百万円の損失）、当期純損失184百万円（前年同期は

1,008百万円の損失）となりました。 

  

 事業別の営業概況は次のとおりであります。 

(内装工事事業) 

・専業工事業務 

 専業工事業務におきましては、大手優良先を重点とした集中営業の展開および受注体制の強化を図りました。

建材、インテリアの窓口一本化、ゼネコン・大型案件への取り組み強化、仕入原価の圧縮に取り組みました。 

 この結果、専業工事業務の売上高は2,644百万円（前年同期比17.5％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、受注案件ごとの利益確保のため受注体制の整備に努めてまいりました。 

 専業業務の内制化による原価低減、リショップ事業の構築、大手ゼネコンからの継続受注に取り組みました。

 この結果、総合工事業務の売上高は2,184百万円（前年同期比28.4％減）となりました。 

（情報通信事業） 

 情報通信事業におきましては、携帯電話販売に対する手数料収入は堅調に推移し、店頭でのサービス向上施策

の強力な展開により、お客様満足度が向上し、それに付随したサービス手数料収入が増加いたしました。 

 この結果、情報通信事業の売上高は2,268百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

（清掃・メンテナンス事業） 

 清掃・メンテナンス事業におきましては、当連結会計年度より子会社のファシリティーマネジメント株式会社

が展開しており、お客様の悩み解決をテーマとして新規営業に注力し、当社グループのお得意先から受注を得る

などグループ入りのシナジー効果を発揮しております。この結果、清掃・メンテナンス事業の売上高は1,038百

万円となりました。 

② 次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、一部で景気の持ち直しの兆しが見られるものの、設備投資の低迷、厳しい雇用情

勢などにより景気は不透明な状況が続くものと予測されます。 

 当業界におきましては、設備投資の回復に時間がかかり、大幅な需要増加は期待できず、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。 

１．経営成績

㈱日商インターライフ（1986）平成22年３月期決算短信

3



 このような状況のもと、当社グループは、内装工事事業において、選択と集中による徹底営業、原価圧縮の推

進、協力業者体制の確立に注力し、黒字化を図り、グループの利益確保に努めてまいります。 

 また、平成22年４月１日に、ピーアークホールディングス株式会社傘下の労働者派遣事業会社であるディーナネ

ットワーク株式会社の株式を取得し子会社化いたしました。新装・改装後の清掃・メンテナンス業務をお客様より

請け負うことにより店舗のトータルサポートができる体制を整え、より一層充実したサービスの提供を目指してま

いります。 

 平成23年３月期(第38期）の連結業績の見通しにつきましては、売上高10,100百万円（当期比24.1％増）、営業

利益65百万円（当期は155百万円の損失）、経常利益77百万円（当期は150百万円の損失）、当期純利益40百万円

（当期は184百万円の損失）を見込んでおります。 

 事業別の売上見通しにつきましては、内装工事事業4,700百万円(専業工事業務2,200百万円、総合工事業務2,500

百万円)、情報通信事業2,700百万円、清掃メンテナンス事業1,100百万円、人材派遣事業1,600百万円を見込んでお

ります。 

 （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 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ601百万円減

少し、当連結会計年度末には912百万円となりました。 

 当連結会計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275百万円（前年同期53百万円の獲得）となりました。 

 これは、仕入債務の減少額291百万円、法人税等の支払額23百万円及び利息の支払額9百万円などの減少要因と

減価償却費34百万円及び売上債権の減少額24百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は124百万円（前年同期108百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、子会社株式の取得による支出144百万円及び有形固定資産の取得による支出29百万円あった一

方、有形固定資産の売却による収入16百万円及び投資有価証券の売却による収入21百万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201百万円（前年同期298百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済による支出200百万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 

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 

※平成21年３月期及び平成22年３月期の指標は連結ベースの財務数値により算出しており、平成20年３月期の指標は個別

ベースの財務諸表により算出しております。 

  
第35期 第36期 第37期

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  59.3  57.8  61.1

時価ベースの自己資本比率（％）  21.5  10.5  21.7

債務償還年数（年）  －  7.4  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  －  5.6  －

㈱日商インターライフ（1986）平成22年３月期決算短信
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※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20年３月期及び平成22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。 

 平成22年３月期は、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。 

 平成22年３月期の配当につきましては、平成22年４月30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、平成23年３月期の配当につきましても、無配を予定しております。 

(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連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

① 受注について 

 当社グループは、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、店舗の新規出店、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 

 当社グループの事業別概況において、内装工事事業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。

 当社グループは、内装工事事業の利益改善が 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グループ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 

 当社グループは、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、当社グル

ープ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 

 当社グループは、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 

 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22年３月期決算短信
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 当社グループは、当社(株式会社日商インターライフ)と連結子会社２社(株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム、フ

ァシリティーマネジメント株式会社)によって構成されており、感動と喜び溢れる快適空間の提供を目的とした「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 

 工事業務におきましては、店装業者及びディスプレイ業者等へインテリア制作業務・不燃下地制作業務・その他制作

業務（フローリング工事・ＯＡ用床上げ工事）等を提供する専業工事業務と、お得意様の多彩なニーズにお応えするた

めに一括受注し、総合的に業務を提供する総合工事業務を行っております。 

 当社の子会社である株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムは、携帯電話販売を主とする情報通信事業を展開しており

ます。ファシリティーマネジメント株式会社は、アミューズメント施設などの店舗の清掃・メンテナンス事業を展開し

ております。 

 また、当社の「その他の関係会社」は、主要株主である筆頭株主ピーアークホールディングス株式会社と第２位の主

要株主セガサミーホールディングス株式会社であり、当社グループは、両社企業グループとの連携を図り、企業価値の

向上に努めております。 

   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。 

 当社グループは、エンタテインメント分野の工事受注において、両社企業グループと協力体制を保ち、事業を展開す

る方針であります。 

  

 事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況
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 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 

（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22年３月31日現在であります。 

３．議決権の被所有割合は、平成22年３月20日現在の議決権の被所有割合で算出しております。 

   

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  

東京都中央区 

  
百万円  2,388

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 

 エンタテイ

ンメント分野

の受注を受け

ております。 

セガサミーホールディン

グス株式会社  
 東京都港区 百万円  29,953

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

監査役の兼任 

 エンタテイ

ンメント分野

の受注を受け

ております。 
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(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、大手優良得意先を重点とした集中営業の展開および体制の強化を図り、総合工事業務に

おいては、受注案件ごとの利益確保ができる体制を整備してまいります。また、情報通信事業においては、マルチキ

ャリア体制の確立と店舗運営基盤の拡充に努め、清掃・メンテナンス事業においては、顧客満足度の追求に注力し、

コーポレート業務では、一人ひとりの仕事に対する意識改革、コストの見える化に取り組むなど、グループをあげて

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、営業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 近１年間における実施状況） 

・平成23年３月期より、営業本部の直下に、専業工事部(建材課、インテリア課)、総合工事部、営業開発部を配置

するとともに、業務管理部の新設により営業部門の管理の強化を図り、債権管理などの状況確認と判断が迅速に

行えるよう、体制を変更いたしました。 

・内部統制システムの整備と評価、改善に努めました。 

・建築関係の法規、個人情報保護法などの理解に向け、研修を実施し、法令遵守の体制を構築しております。 

・内部統制システムの構築、法令遵守体制の構築のため、諸規程の改定をいたしました。 

  

３．経営方針
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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21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,514,791 913,032

受取手形及び売掛金 ※1  631,465 ※1  669,043

完成工事未収入金 903,338 886,025

たな卸資産 175,276 160,705

未成工事支出金 435,012 402,161

繰延税金資産 － 11,455

その他 16,498 34,876

貸倒引当金 △7,901 △33,634

流動資産合計 3,668,482 3,043,667

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 806,376 812,916

減価償却累計額 △546,834 △556,313

建物・構築物（純額） 259,542 256,603

機械装置及び運搬具 17,267 17,267

減価償却累計額 △16,607 △16,743

機械装置及び運搬具（純額） 660 524

土地 300,842 293,251

その他 32,720 56,892

減価償却累計額 △16,677 △35,663

その他（純額） 16,042 21,228

有形固定資産計 577,087 571,607

無形固定資産   

借地権 198,759 198,759

のれん － 71,750

その他 204 1,961

無形固定資産計 198,963 272,471

投資その他の資産   

投資有価証券 156,600 126,276

長期貸付金 7,918 5,136

破産更生債権等 306,963 357,341

繰延税金資産 － 2,424

その他 148,972 174,559

貸倒引当金 △357,408 △407,780

投資その他の資産計 263,046 257,958

固定資産合計 1,039,097 1,102,037

資産合計 4,707,579 4,145,705
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 514,608 347,564

工事未払金 706,309 623,547

短期借入金 400,000 200,000

未払法人税等 23,175 68,319

賞与引当金 46,245 42,592

完成工事補償引当金 6,102 5,500

未成工事受入金 31,862 38,123

その他 123,241 199,019

流動負債合計 1,851,544 1,524,666

固定負債   

繰延税金負債 178  

退職給付引当金 51,031 32,440

役員退職慰労引当金 36,558 41,371

その他 49,124 12,747

固定負債合計 136,892 86,559

負債合計 1,988,436 1,611,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,018,625 2,500,000

資本剰余金 224,261 384,225

利益剰余金 △2,356,770 △182,294

自己株式 △165,003 △165,003

株主資本合計 2,721,113 2,536,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,970 △2,448

評価・換算差額等合計 △1,970 △2,448

純資産合計 2,719,143 2,534,479

負債純資産合計 4,707,579 4,145,705
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 8,761,707 8,136,271

売上原価 7,510,085 6,933,253

売上総利益 1,251,622 1,203,017

販売費及び一般管理費 ※1  1,557,766 ※1  1,358,361

営業損失（△） △306,144 △155,343

営業外収益   

受取利息 3,317 761

受取配当金 3,828 536

その他 14,078 20,797

営業外収益合計 21,224 22,095

営業外費用   

支払利息 9,087 9,531

その他 11,343 7,804

営業外費用合計 20,430 17,336

経常損失（△） △305,350 △150,583

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  1,041

投資有価証券売却益 15,138 6,553

賞与引当金戻入額 － 9,185

退職給付引当金戻入額 － 16,833

役員退職慰労引当金戻入額 5,523 2,250

その他 － 7,451

特別利益合計 20,661 43,314

特別損失   

固定資産除却損 ※3  5,668 ※3  1,673

投資有価証券売却損 4,014 482

投資有価証券評価損 205,743 15,000

たな卸資産評価損 － 538

減損損失 ※4  484,152 －

その他 7,151 486

特別損失合計 706,729 18,181

税金等調整前当期純損失（△） △991,417 △125,450

法人税、住民税及び事業税 17,281 66,305

法人税等調整額 － △7,570

当期純損失（△） △1,008,699 △184,185
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（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20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,018,625 5,018,625

当期変動額   

減資 － △2,518,625

当期変動額合計 － △2,518,625

当期末残高 5,018,625 2,500,000

資本剰余金   

前期末残高 224,261 224,261

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 159,963

当期変動額合計 － 159,963

当期末残高 224,261 384,225

利益剰余金   

前期末残高 △1,348,071 △2,356,770

当期変動額   

欠損填補 － 2,358,661

当期純損失（△） △1,008,699 △184,185

当期変動額合計 △1,008,699 2,174,476

当期末残高 △2,356,770 △182,294

自己株式   

前期末残高 △164,996 △165,003

当期変動額   

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 △165,003 △165,003

株主資本合計   

前期末残高 3,729,819 2,721,113

当期変動額   

当期純損失（△） △1,008,699 △184,185

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △1,008,706 △184,185

当期末残高 2,721,113 2,536,927
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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 △2,083 △1,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113 △478

当期変動額合計 113 △478

当期末残高 △1,970 △2,448

純資産合計   

前期末残高 3,727,736 2,719,143

当期変動額   

当期純損失（△） △1,008,699 △184,185

自己株式の取得 △7 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113 △478

当期変動額合計 △1,008,593 △184,663

当期末残高 2,719,143 2,534,479
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（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20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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損失（△） △991,417 △125,450

減価償却費 38,848 34,756

減損損失 484,152 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,032 △23,780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,871 3,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,716 △11,051

のれん償却額 － 7,972

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,147 76,104

受取利息及び受取配当金 △7,145 △41,297

支払利息 9,087 9,531

投資有価証券売却損益（△は益） △11,124 △6,070

投資有価証券評価損益（△は益） 205,743 15,000

有形固定資産除却損 5,668 1,673

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,041

売上債権の増減額（△は増加） 1,146,845 24,108

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,885 59,783

仕入債務の増減額（△は減少） △689,625 △291,150

未払金の増減額（△は減少） △173,885 1,618

その他 △19,174 21,266

小計 70,449 △244,152

利息及び配当金の受取額 7,148 1,309

利息の支払額 △9,568 △9,523

法人税等の支払額 △14,279 △23,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,749 △275,437

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 △35,828 △29,705

有形固定資産の売却による収入 － 16,835

投資有価証券の取得による支出 △1,496 △600

投資有価証券の売却による収入 74,095 21,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △144,960

貸付金の回収による収入 4,414 2,781

敷金及び保証金の回収による収入 68,939 10,057

その他 △1,184 △650

投資活動によるキャッシュ・フロー 108,939 △124,725

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 2,300,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,900,000 △1,600,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 －

その他 △1,544 △1,566

財務活動によるキャッシュ・フロー 298,455 △201,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 461,144 △601,729

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,501 ※1  1,514,646

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,514,646 ※1  912,917
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数  １社 

 主要な連結子会社の名称 

 株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム 

 連結子会社の数  ２社 

 主要な連結子会社の名称 

 株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム 

 ファシリティーマネジメント株式会社 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムの

決算日は１月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、設立日現在から連

結決算日までの間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムの

決算日は１月31日並びにファシリティーマ

ネジメント株式会社の決算日は２月28日で

あります。連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の計算書類を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

・時価のあるもの 

連結会計年度末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）を採用しており

ます。 

① 有価証券 

 その他有価証券 

・時価のあるもの 

連結会計年度末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）を採用しており

ます。 

  ・時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

  ② たな卸資産 

商品、原材料 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。ただし、株式会社エヌ・ア

イ・エル・テレコムに係る商品につい

ては総平均法による原価法を採用して

おります。 

② たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）を採用して

おります。 

  販売用不動産、未成工事支出金 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

未成工事支出金 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

  貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

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

いては定額法を採用しております。 

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     ４年～20年 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

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

いては定額法を採用しております。 

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     ４年～20年 

  （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度から平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、償却可能限度額ま

での償却が終了した翌年から、未償却

残額から備忘価額を控除した残額を５

年間で均等償却する方法によっており

ます。 

 当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 

定額法を採用しております。 

ただし、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

ただし、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

  ③     ――――――――― 

  

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産は、リース期間を

耐用年数とし、定額法で計算しており

ます。 

  ④ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

④ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）重要な引当金の計上

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 

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。 

  ② 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。 

② 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 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、当連結会計年度に至る

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。  

③ 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、当連結会計年度に至る

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。  
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（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中間報

告）」（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、自己都合当

連結会計年度末要支給額から中小企業

退職金共済制度による退職金の支給見

込額を控除して計上しております。 

  ⑤ 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、内規による当連結会計

年度末要支給額を計上しております。

⑤ 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、内規による当連結会計

年度末要支給額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

     ――――――――― 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６．連結キャッシュ・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。 

 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。 

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
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

※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、当連結会計年

度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。 

※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、当連結会計年

度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 25,758千円 受取手形 6,229千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

従業員給料手当 千円 669,775

賞与引当金繰入額 千円 39,561

役員退職慰労引当金繰入額 千円 8,980

退職給付費用 千円 70,808

貸倒引当金繰入額 千円 17,716

従業員給料手当 千円 496,978

賞与引当金繰入額 千円 20,795

役員退職慰労引当金繰入額 千円 6,123

退職給付費用 千円 23,231

貸倒引当金繰入額 千円 94,088

 ２      ―――――――――  ※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  建物 千円 1,041

計 千円 1,041

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 千円 1,595

その他 千円 4,072

計 千円 5,668

建物 千円 1,182

その他 千円 491

計 千円 1,673
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前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 ４．     ――――――――― 

事業所等 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

田端新町ビル 事業用資産 
建物及び借
地権等 223,350

東尾久ビル 事業用資産 
建物及び借
地権等  183,253

足立ビル  遊休資産  
建物及び土
地  17,769

湯田中保養所 遊休資産  
建物及び土
地  9,873

南箱根保養所 遊休資産  
建物及び土
地  23,908

南葉山保養所 遊休資産  
建物及び土
地  24,996

今市土地  遊休資産  土地  1,000

  

 当社グループは、事業用資産においては事業所別に

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単位

毎に、また遊休資産については個別物件単位で資産の

グルーピングをしております。  

 上記の資産グループについては、土地の市場価額が

帳簿価額に比べ著しく下落していることから、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（484,152千円）として特別損失に計

上しております。その内訳は、建物181,345千円、土

地27,459千円、借地権265,840千円、その他有形固定

資産等9,506千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、事業用資

産については使用価値により測定し、将来キャッシ

ュ・フローを5.7％で割引いて算定しております。遊

休資産については正味売却価額により測定し、取引事

例等市場価格を参考に評価しております。 
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加71株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  （注）１．平成15年新株予約権の減少は、権利行使期間満了による失効が91,500株、退職によるものが6,500株であ

ります。 

 ２．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。 

 ３．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。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
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  71  －  264,871

合計  264,800  71  －  264,871

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） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

  

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

平成16年新株予約権 普通株式  152,000  －  26,000  126,000  －

合計 －  250,000  －  124,000  126,000  －
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当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注） 平成16年新株予約権の減少は、権利行使期間満了による失効が124,000株、退職によるものが2,000株であり

ます。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
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  264,871  －  －  264,871

合計  264,871  －  －  264,871

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） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

  
平成16年新株予約権 普通株式  126,000  －  126,000  －  －

合計 －  126,000  －  126,000  －  －

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月20日現在) (平成22年３月20日現在) 

  （千円）

現金及び預金勘定 1,514,791

別段預金 △145

現金及び現金同等物 1,514,646

  （千円）

現金及び預金勘定 913,032

別段預金 △115

現金及び現金同等物 912,917
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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 

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

   有形固定資産 

   車両及び事務・通信機器であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成21年３月20日以前のリー

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、その内容は次のとおりであり

ます。 

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  9,828  －  929

工具・器
具・備品   106,148  69,911  17,886  18,349

合計  116,906  79,740  17,886  19,279

  

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  3,282  3,008  －  273

工具・器
具・備品  89,534  68,110  9,093  12,329

合計  92,816  71,119  9,093  12,603

 （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） 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。 

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 千円15,469

１年超 千円21,696

合計 千円37,165

リース資産減損勘定の残高 千円17,886

１年以内 千円12,456

１年超 千円9,240

合計 千円21,696

リース資産減損勘定の残高 千円9,093

 （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） 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。 

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

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円23,454

リース資産減損勘定の取崩額 千円8,749

減価償却費相当額 千円14,705

減損損失 千円6,526

支払リース料 千円17,594

リース資産減損勘定の取崩額 千円10,917

減価償却費相当額 千円6,676

       

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 

 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。 
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前連結会計年度（平成21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 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 （注） 当連結会計年度において205,743千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。 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(1）株式  403  843  439

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  403  843  439

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1）株式  4,835  2,604  △2,230

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

 (3）その他  －  －  －

小計  4,835  2,604  △2,230

合計  5,238  3,447  △1,791

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 74,105  15,138  4,014

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  153,152
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当連結会計年度（平成22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 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(1）株式  403  846  442

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  403  846  442

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1）株式  5,435  2,724  △2,710

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

 (3）その他  －  －  －

小計  5,435  2,724  △2,710

合計  5,839  3,570  △2,268

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 21,517  6,553  482

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  122,706
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、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。 

 なお、平成22年１月４日付で、適格退職年金制度から中小企業退職金共済制度へ移行いたしました。この

制度移行による退職給付制度の一部終了損益として、特別利益7,127千円の計上をしております。  

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 厚生年金基金及び中小企業退職金共済制度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 

 当社グループは、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

ておりせん。 

５．厚生年金基金に関する事項 

 当社グループは、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連結

会計年度末の年金資産残高は615,951千円、当連結会計年度末の年金資産残高は308,271千円であります。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成21年３月20日） 
当連結会計年度

（平成22年３月20日） 

(1）退職給付債務（千円）  △132,044  △124,859

(2）年金資産（千円）  81,013  92,419

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（千円）  △51,031  △32,440

(4）退職給付引当金（千円）  △51,031  △32,440

  
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

勤務費用（千円）  69,521  31,819
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21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 

 （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 

 当連結会計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 

（ストック・オプション等関係）

  
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      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  299,000株 普通株式  300,000株   

付与日 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。   

    
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）              

前連結会計年度末    －  －  

付与    －  －  

失効    －  －  

権利確定    －  －  

未確定残    －  －  

権利確定後 （株）              

前連結会計年度末    98,000  152,000  

権利確定    －  －  

権利行使    －  －  

失効    98,000  26,000  

未行使残    －  126,000  
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② 単価情報 

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。 

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22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 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

    
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）  341  515  

行使時平均株価 （円）  －  －  

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  

  
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      5名 

従業員     139名 
  

ストック・オプション数 普通株式  300,000株   

付与日 平成16年10月６日   

権利確定条件 

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。   
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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 

 当連結会計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 

② 単価情報 

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。 

    
平成16年

ストック・オプション 

権利確定前 （株）        

前連結会計年度末    －  

付与    －  

失効    －  

権利確定    －  

未確定残    －  

権利確定後 （株）        

前連結会計年度末    126,000  

権利確定    －  

権利行使    －  

失効    126,000  

未行使残    －  

    
平成16年

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  515  

行使時平均株価 （円）  －  

公正な評価単価（付与日） （円）  －  
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

情報通信事業の分離について 

(1)分離先企業の名称 

株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム 

(2)分離した事業の内容 

情報通信事業(携帯電話機等の販売) 

(3)事業分離を行った理由 

情報通信事業の更なる成長と業務の効率化を図るため、事業分離を行いました。 

(4)事業分離日 

平成21年２月２日 

(5)法的形式を含む事業分離の概要 

当社の営む情報通信事業を新設分割により株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムに承継させました。 

(6)分離した事業に係る資産及び負債の帳簿価額ならびにその内訳 

資産の部        340,864千円 

(主な内訳)  流動資産  259,116千円 

固定資産   81,748千円 

負債の部         26,512千円 

(主な内訳)  流動負債   16,512千円 

固定負債  10,000千円 

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

該当事項はありません。  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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）

棚卸資産評価損否認額 52,445

賞与引当金繰入超過額 17,167

その他 4,221

評価性引当金 △73,833

計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,273,560

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 179,507

貸倒引当金繰入超過額 123,610

役員退職慰労引当金否認額 14,875

固定資産評価損否認額 131,587

リース資産減損損失 7,277

退職給付引当金否認額 20,764

その他 91,117

評価性引当金 △2,208,415

計 －

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △178

計 △178

繰延税金資産（流動） （千円）

棚卸資産評価損否認額 52,445

賞与引当金繰入超過額 17,839

その他 9,697

評価性引当金 △68,525

計 11,455

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,459,658

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 100,144

貸倒引当金繰入超過額 147,476

役員退職慰労引当金否認額 16,847

固定資産評価損否認額 126,761

リース資産減損損失 3,700

退職給付引当金否認額 13,122

その他 80,326

評価性引当金 △2,311,546

計 2,604

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △179

計 △179

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 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失であるた

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 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失であるた

め、記載しておりません。  

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は459,818千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,462,438千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
内装工事事

業 
（千円） 

情報通信事
業 

（千円） 

不動産事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  6,256,729  2,352,222  152,755  8,761,707  －  8,761,707

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  6,256,729  2,352,222  152,755  8,761,707  －  8,761,707

営業費用  6,211,421  2,246,212  150,399  8,608,033  459,818  9,067,852

営業利益（又は営業損失）  45,308  106,010  2,355  153,674  △459,818  △306,144

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  2,024,538  555,743  95,721  2,676,002  2,031,577  4,707,579

減価償却費  13,859  12,021  423  26,304  12,543  38,848

資本的支出  16,025  14,603  －  30,628  7,199  37,828

事業区分 事業内容 

内装工事業 インテリア及び不燃下地等の販売・施工管理、商業施設の企画・設計・制作・施工監理

情報通信事業 移動体通信機器等の販売 

不動産事業  不動産販売及び賃貸等 
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当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は279,752千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,843,488千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

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

  

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

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

  

前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
内装工事事

業 
（千円） 

情報通信事
業 

（千円） 

清掃・メン
テナンス事

業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  4,829,468  2,268,594  1,038,209  8,136,271  －  8,136,271

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 15,821  －  25,030  40,852  △40,852  －

計  4,845,290  2,268,594  1,063,240  8,177,124  △40,852  8,136,271

営業費用  4,831,120  2,197,270  1,016,323  8,044,714  246,900  8,291,615

営業利益（又は営業損失）  14,170  71,323  46,916  132,410  △287,753  △155,343

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  1,913,049  630,650  355,914  2,899,613  1,246,091  4,145,705

減価償却費  5,012  12,897  7,444  25,354  9,275  34,630

資本的支出  －  9,066  4,570  13,636  3,283  16,920

事業区分 事業内容 

内装工事業 インテリア及び不燃下地等の販売・施工管理、商業施設の企画・設計・制作・施工監理

情報通信事業 移動体通信機器等の販売 

清掃・メイテナン

ス事業  
店舗の清掃・メンテナンス 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自平成20年３月21日 至平成21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 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

(4）兄弟会社等 

(注)１．上記の金額のうち、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お

ります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引については、市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上決定しております。 

当連結会計年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(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 

 重要な取引がないため、記載を省略しております。 

(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。 

  

（関連当事者情報）

属性 会社等
の名称 住所 

資本金
又は 
出資金 

（百万円）

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 

主要株主

（法人）

が議決権

の過半数

を自己の

計算にお

いて所有

している

会社及び

その子会

社 

㈱サンパ

ワー 

東京都 

足立区 
100

遊技場

の経営 

  
－ 

  

 －
営業上

の取引 

商業施

設等の

施工 
303,293 売掛金 175,536
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 １株当たり純資産額 181.09円

 １株当たり当期純損失 67.18円

 １株当たり純資産額 円168.80

 １株当たり当期純損失 円12.27

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度
(自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日) 

当期純損失（千円）  1,008,699  184,185

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）  1,008,699  184,185

期中平均株式数（千株）  15,015  15,015

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１種類（新株予約権

の数1,260個）。 
     ――――――― 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

(ファシリティーマネジメント株式会社の株式取得) 

  当社は、平成21年３月25日開催の取締役会において、ピ

ーアークホールディングス株式会社傘下の清掃・メンテナ

ンス事業会社であるファシリティーマネジメント株式会社

の株式を取得し子会社化することを決議し、平成21年４月

１日付で譲受手続きを完了させ、当社の連結子会社として

おります。 

(ディーナネットワーク株式会社の株式取得) 

  当社は、平成22年３月18日開催の取締役会において、ピ

ーアークホールディングス株式会社傘下の労働者派遣事業

会社であるディーナネットワーク株式会社の株式を取得し

子会社化することを決議し、平成22年４月１日付で譲受手

続きを完了させ、当社の連結子会社としております。 

１．株式取得の目的  

当社は、新装・改装後の清掃・メンテナンス業務をお

客様より請け負うことにより店舗のトータルサポート

ができる体制を整え、より一層充実したサービスの提

供を目指して、子会社化するものであります。 

１．株式取得の目的  

当社は、得意先店舗の人材ニーズにも応えられるトー

タルサポート体制の構築と安定した売上・利益を確保

できるグループの新たな柱としたいと考え、子会社化

するものであります。 

２．株式取得の相手会社の名称  

ピーアークホールディングス株式会社 

２．株式取得の相手会社の名称  

ピーアークホールディングス株式会社 

３．買収する会社の名称、事業内容等  

商  号 ファシリティーマネジメント株式会社 

事業内容 店舗の清掃・メンテナンス事業 

従業員数 23名 

３．買収する会社の名称、事業内容等  

商  号 ディーナネットワーク株式会社 

事業内容 労働者派遣事業 

従業員数 35名 

４．株式取得の時期  

平成21年４月１日 

４．株式取得の時期  

平成22年４月１日 

５．取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率 

取得株式数          200株 

取得価額    300,000千円 

取得後の持分比率  100.0％ 

５．取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率 

取得株式数          400株 

取得価額    148,000千円 

取得後の持分比率  100.0％ 

(資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処

分の件)  

 当社は、平成21年４月27日開催の取締役会において、

平成21年６月11日開催予定の第36回定時株主総会に、

「資本金および資本準備金の額の減少の件」について付

議することを決議いたしました。  

その概要は以下のとおりであります。 

(株式移転による完全親会社設立の件)   

 当社は、平成22年４月20日開催の取締役会において、

平成22年６月11日開催の第37回定時株主総会承認決議な

どの所定の手続きを経た上で、当社単独による株式移転

により純粋持株会社(完全親会社)を設立する株式移転計

画について決議いたしました。  

その概要は以下のとおりであります。 

１．資本金および資本準備金の額の減少の目的 

当社は、第36期(当事業年度)までの繰越損失を解消

し、財務体質の健全化を図るものであります。  

２．資本金および資本準備金の額の減少の内容 

①減少する資本金および資本準備金の額 

平成21年３月20日現在の資本金の額5,018,625,000円

のうち2,518,625,000円、および資本準備金の額

224,261,803円全額をそれぞれ減少します。なお、減

少後の資本金の額は2,500,000,000円、資本準備金の

額は零円となります。 

②資本金の額の減少方法 

発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の額のみを

減少いたします。  

３．剰余金の処分の内容  

資本金および資本準備金の額の減少に伴い、その他資

本剰余金が増加いたしますが、その他資本剰余金

2,358,661,764円を欠損填補に充て、繰越利益剰余金

を零円といたします。 

１．株式移転による完全親会社設立の目的 

日商インターライフグループ（以下、当グループ）

は主力事業として内装工事事業を営んでおりますが、

内装工事事業とシナジーを発揮できる事業を当グルー

プに加えることにより内装工事事業の競争力を強化し

て、昨今の厳しい事業環境の下でも成長し続けたいと

考えております。 

そのため、昨年、清掃・メンテナンス事業を営んで

いるファシリティーマネジメント株式会社を当社の子

会社としたのに続き、平成22年4月1日に労働者派遣事

業を営むディーナネットワーク株式会社を当社の子会

社とし、内装工事事業の顧客に対して工事後も継続的

なサービスを提供する「トータルサポート」ができる

体制を整えつつあります。 

 また、当社の子会社として、上記会社とは別に、株

式会社エヌ・アイ・エル・テレコムで情報通信事業

（携帯電話の販売）を営んでおりますが、この事業は

当グループの主力事業である内装工事事業とは、事業 
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前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

４．資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の

処分の日程(予定) 

①取締役会決議日      平成21年４月27日 

②定時株主総会決議日    平成21年６月11日 

③債権者異議申述公告日   平成21年６月12日 

④債権者異議申述 終期日  平成21年７月13日 

⑤効力発生日        平成21年７月14日 

  

の性格も異なり、当社の子会社として事業を運営する

ことが、適切ではなくなってきております。 

このような背景から、当社は主に以下を目的とし

て、純粋持株会社体制へ移行いたします。 

① グループ事業の展開力強化 

新規事業を機動的に展開して、グループ事業を

弾力的に運営するため、グループの経営戦略や

経営資源の配分を立案する機能を持株会社にて

行い、グループ全体の企業価値向上を目指しま

す。  

② 各事業に合う組織、人事制度の導入 

人事処遇、利益管理等の手法を各事業に応じた

ものにすることにより、評価の適切化、人材の

育成・活用を図り、やる気・やりがいを高めて

まいります。 

③ 各事業の専門性の向上 

持株会社体制により、各社はそれぞれの事業領

域の業務遂行に集中し、専門性の発揮や対応力

を強化して、事業の成長・発展を図ります。 

純粋持株会社体制へ移行することにより、グループ

の将来の成長のため、店舗にかかわる新しい事業への

取り組みも視野に入れ、各事業の競争力・収益力をア

ップさせ、グループの総合力を 大限発揮して企業価

値の向上を目指してまいります。  

  ２．株式移転による完全親会社設立の内容  

①株式移転の方法 

平成22年10月５日(予定)を期日として株式移転を行

い、株式移転完全親会社たるインターライフホールデ

ィングス株式会社を設立し、当社は同社の株式移転完

全子会社となります。 

  ②株式移転比率 

(注)1.当社普通株式１株に対してインターライフホー

   ルディングス株式会社普通株式１株を割当交付

   いたします。 

  2.インターライフホールディングス株式会社普通

   株式の単元株式数は100株とする予定です。 

インターライフホール
ディングス 
株式会社 

当社

普通株式 １ １

  

  

③株式移転の日程  

株式移転計画書取締役会承認決議日 

               平成22年４月20日 

株式移転計画書定時株主総会承認決議日(予定) 

               平成22年６月11日 

当社株式上場廃止日(予定)      平成22年９月30日 

持株会社上場日(予定)        平成22年10月５日 
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前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  ３.株式移転の後の株式移転完全親会社となる会社の概

要  

商      号 インターライフホールディングス株式 

      会社  

本店所在地 東京都北区田端新町二丁目４番７号  

代表者氏名 代表取締役社長 郷野 真弘 

資本金の額 2,500百万円 

純資産の額 未定 

総資産の額 未定 

事業の内容 傘下グループ会社の経営管理およびそれ

      に付帯する業務 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,479,423 524,972

受取手形 ※1  428,162 ※1  403,516

完成工事未収入金 903,338 881,875

不動産事業未収入金 7,776 6,455

未成工事支出金 435,012 402,111

貯蔵品 1,975 1,005

前払費用 4,570 2,720

未収入金 － 55,901

その他 57,664 2,657

貸倒引当金 △7,901 △33,634

流動資産合計 3,310,022 2,247,582

固定資産   

有形固定資産   

建物 779,001 751,749

減価償却累計額 △546,367 △538,126

建物（純額） 232,634 213,622

機械及び装置 17,267 17,267

減価償却累計額 △16,607 △16,743

機械及び装置（純額） 660 524

工具器具・備品 23,089 25,502

減価償却累計額 △16,317 △18,842

工具器具・備品（純額） 6,772 6,659

土地 300,842 293,251

有形固定資産計 540,909 514,058

無形固定資産   

借地権 198,759 198,759

ソフトウエア 204 －

無形固定資産計 198,963 198,759

投資その他の資産   

投資有価証券 156,600 126,276

関係会社株式 314,351 614,351

出資金 130 30

長期貸付金 7,617 5,136

従業員に対する長期貸付金 300 －

破産更生債権等 306,963 357,341

長期前払費用 96 354

敷金及び保証金 53,950 50,225

会員権 50,200 50,200

貸倒引当金 △357,408 △407,780

投資その他の資産計 532,802 796,137

固定資産合計 1,272,676 1,508,954

資産合計 4,582,698 3,756,537
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 355,512 192,290

工事未払金 706,309 625,731

不動産事業未払金 38 38

短期借入金 400,000 200,000

未払金 22,331 14,653

未払費用 76,432 56,197

未払法人税等 18,568 12,206

前受金 6,801 －

未成工事受入金 31,862 38,123

預り金 63,601 811

賞与引当金 42,189 27,026

完成工事補償引当金 6,102 5,500

その他 8,805 7,118

流動負債合計 1,738,554 1,179,697

固定負債   

長期未払金 1,793 256

繰延税金負債 178 179

役員退職慰労引当金 26,845 27,484

執行役員退職慰労引当金 9,713 12,883

退職給付引当金 51,031 26,885

長期リース資産減損勘定 9,080 1,991

その他 28,250 500

固定負債合計 126,892 70,179

負債合計 1,865,446 1,249,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,018,625 2,500,000

資本剰余金   

資本準備金 224,261 －

その他資本剰余金 － 384,225

資本剰余金合計 224,261 384,225

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,358,661 △210,113

利益剰余金合計 △2,358,661 △210,113

自己株式 △165,003 △165,003

株主資本合計 2,719,221 2,509,108

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,970 △2,448

評価・換算差額等合計 △1,970 △2,448

純資産合計 2,717,251 2,506,659

負債純資産合計 4,582,698 3,756,537
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高   

完成工事高 6,256,729 4,845,290

不動産売上高 152,755 －

その他の売上高 ※1  2,021,231 －

売上高合計 8,430,717 4,845,290

売上原価   

完成工事原価 5,534,662 4,391,182

不動産売上原価 150,399 －

その他の事業売上原価 1,560,049 －

売上原価合計 7,245,111 4,391,182

売上総利益   

完成工事総利益 722,067 454,107

不動産売上総利益 2,355 －

その他の売上総利益 461,182 －

売上総利益合計 1,185,605 454,107

販売費及び一般管理費   

役員報酬 54,186 42,860

従業員給料手当 643,006 251,498

賞与引当金繰入額 35,505 16,353

役員退職慰労引当金繰入額 4,975 2,889

執行役員退職慰労引当金繰入額 4,005 3,170

退職給付費用 69,521 13,294

法定福利費 85,114 34,500

福利厚生費 5,091 2,487

修繕維持費 21,785 16,436

事務用品費 17,311 9,089

旅費及び交通費 39,225 26,231

通信費 37,247 22,047

水道光熱費 15,096 6,940

広告宣伝費 22,045 884

貸倒引当金繰入額 17,716 94,088

交際費 18,219 8,382

地代家賃 81,504 18,780

賃借料 44,981 22,201

減価償却費 37,449 14,287

租税公課 27,054 17,424

支払手数料 19,637 11,055

保険料 15,704 12,987

雑費 182,665 71,798

販売費及び一般管理費合計 1,499,051 719,690
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

営業損失（△） △313,445 △265,582

営業外収益   

受取利息 3,317 701

受取配当金 3,828 40,536

受取保険金 320 722

雑収入 13,741 7,532

営業外収益合計 21,207 49,492

営業外費用   

支払利息 9,087 9,531

雑損失 11,304 2,204

営業外費用合計 20,392 11,736

経常損失（△） △312,629 △227,825

特別利益   

固定資産売却益  ※2  1,041

投資有価証券売却益 15,138 6,553

役員退職慰労引当金戻入額 5,523 2,250

賞与引当金戻入額 － 9,185

退職給付引当金戻入額 － 16,833

その他 － 7,451

特別利益合計 20,661 43,314

特別損失   

固定資産除却損 ※3  5,668 －

投資有価証券売却損 4,014 482

投資有価証券評価損 205,743 15,000

減損損失 ※4  484,152 －

その他 6,370 486

特別損失合計 705,948 15,968

税引前当期純損失（△） △997,916 △200,479

法人税等合計   

法人税、住民税及び事業税 12,674 9,634

当期純利益 △1,010,590 △210,113
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,018,625 5,018,625

当期変動額   

減資 － △2,518,625

当期変動額合計 － △2,518,625

当期末残高 5,018,625 2,500,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 224,261 224,261

当期変動額   

資本金から準備金への振替 － 2,518,625

準備金から剰余金への振替 － △2,742,886

当期変動額合計 － △224,261

当期末残高 224,261 －

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 2,742,886

欠損填補 － △2,358,661

当期変動額合計 － 384,225

当期末残高 － 384,225

資本剰余金合計   

前期末残高 224,261 224,261

当期変動額   

当期変動額合計 － 159,963

当期末残高 224,261 384,225

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,348,071 △2,358,661

当期変動額   

欠損填補 － 2,358,661

当期純損失（△） △1,010,590 △210,113

当期変動額合計 △1,010,590 2,148,547

当期末残高 △2,358,661 △210,113

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,348,071 △2,358,661

当期変動額   

欠損填補 － 2,358,661
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当期純損失（△） △1,010,590 △210,113

当期変動額合計 △1,010,590 2,148,547

当期末残高 △2,358,661 △210,113

自己株式   

前期末残高 △164,996 △165,003

当期変動額   

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △7 －

当期末残高 △165,003 △165,003

株主資本合計   

前期末残高 3,729,819 2,719,221

当期変動額   

当期純損失（△） △1,010,590 △210,113

自己株式の取得 △7 －

当期変動額合計 △1,010,597 △210,113

当期末残高 2,719,221 2,509,108

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △2,083 △1,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113 △478

当期変動額合計 113 △478

当期末残高 △1,970 △2,448

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,083 △1,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113 △478

当期変動額合計 113 △478

当期末残高 △1,970 △2,448

純資産合計   

前期末残高 3,727,736 2,717,251

当期変動額   

当期純損失（△） △1,010,590 △210,113

自己株式の取得 △7 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 113 △478

当期変動額合計 △1,010,484 △210,592

当期末残高 2,717,251 2,506,659
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項  目 
前事業年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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）未成工事支出金 

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）貯蔵品 

同左 

  (3）貯蔵品 

終仕入原価法 

  

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     ４年～15年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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     ４年～15年 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

から平成19年３月31日以前に取得した

資産については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から、未償却残額

から備忘価額を控除した残額を、５年

間で均等償却する方法によっておりま

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（リース資産を除く）及

び長期前払費用 

同左 

     

  

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産は、リース期間を

耐用年数とし、定額法で計算しており

ます。  
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項  目 
前事業年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、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 

  (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 

従業員の退職給付に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中間報

告）」（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、自己都合当

事業年度末要支給額から中小企業退職

金共済制度による退職金の支給見込額

を控除して計上しております。 

  (5）役員退職慰労引当金及び執行役員退職

慰労引当金 

役員及び執行役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規による期末要支給

額を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金及び執行役員退職

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。

     ――――――――― 

７．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 

税抜方式を採用しております。 

消費税の会計処理 

同左 
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（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）  

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 

  

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は40,671千円であります。 

  

会計処理方法の変更

表示方法の変更

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 人件費について、従来その全額を販売費及び一般管

理費として計上しておりましたが、近時の営業概況に

伴って、体制のスリム化を図った結果、原価性の認め

られる工事業務の占める割合が相対的に増加したた

め、当期より当該人件費の売上原価への配賦割合の見

直しを行っております。 

 なお、当該見直しに伴う損益に与える影響額は軽微

であります。 

――――――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月20日） 

当事業年度 
（平成22年３月20日） 

※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。 

※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 25,758千円 受取手形 6,229千円
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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．     ――――――――― 

通信事業売上高 千円2,021,231

計 千円2,021,231

  

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

建物 千円1,041

計 千円1,041

※３．固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。  ３．     ――――――――― 

建物 千円1,595

その他 千円4,072

計 千円5,668

  

※４．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しました。 

 ４．     ――――――――― 

事業所等 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

田端新町ビル 事業用資産 
建物及び借
地権等 223,350

東尾久ビル 事業用資産 
建物及び借
地権等  183,253

足立ビル  遊休資産  
建物及び土
地  17,769

湯田中保養所 遊休資産  
建物及び土
地  9,873

南箱根保養所 遊休資産  
建物及び土
地  23,908

南葉山保養所 遊休資産  
建物及び土
地  24,996

今市土地  遊休資産  土地  1,000

  

 当社は、事業用資産においては事業所別に概ね独立し

たキャッシュ・フローを生み出す 小単位毎に、また遊

休資産については個別物件単位で資産のグルーピングを

しております。  

 上記の資産グループについては、土地の市場価額が帳

簿価額に比べ著しく下落していることから、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（484,152千円）として特別損失に計上してお

ります。その内訳は、建物181,345千円、土地27,459千

円、借地権265,840千円、その他有形固定資産等9,506千

円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、事業用資産

については使用価値により測定し、将来キャッシュ・フ

ローを5.7％で割引いて算定しております。 

 遊休資産については正味売却価額により測定し、取引

事例等市場価格を参考に評価しております。   
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前事業年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加71株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

当事業年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

普通株式  264,800  71  －  264,871

合計  264,800  71  －  264,871

  
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） 

普通株式  264,871  －  －  264,871

合計  264,871  －  －  264,871
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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 

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

   有形固定資産 

   車両及び事務・通信機器であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成21年３月20日以前のリー

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、その内容は次のとおりであり

ます。 

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  9,828  －  929

工具・器
具・備品  103,551  68,410  17,886  17,255

合計  114,309  78,238  17,886  18,184

  

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  3,282  3,008  －  273

工具・器
具・備品  86,937  65,959  9,093  11,883

合計  90,219  68,967  9,093  12,157

（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 千円14,819

１年超 千円21,251

合計 千円36,071

リース資産減損勘定の残高 千円17,886

１年以内 千円12,024

１年超 千円9,226

合計 千円21,251

リース資産減損勘定の残高 千円9,093

（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、リース資産減損勘定の取崩額、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

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円23,454

リース資産減損勘定の取崩額 千円8,749

減価償却費相当額 千円14,705

減損損失 千円6,526

支払リース料 千円16,944

リース資産減損勘定の取崩額 千円10,917

減価償却費相当額 千円6,027

      

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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前事業年度（平成21年３月20日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成22年３月20日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22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）

棚卸資産評価損否認額 52,445

賞与引当金繰入超過額 17,167

その他 4,221

評価性引当金 △73,833

計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,273,560

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 179,507

貸倒引当金繰入超過額 123,610

役員退職慰労引当金否認額 14,875

固定資産評価損否認額 131,587

リース資産減損損失 7,277

退職給付引当金否認額 20,764

その他 91,117

評価性引当金 △2,208,415

計 －

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △178

計 △178

繰延税金資産（流動） （千円）

棚卸資産評価損否認額 52,445

賞与引当金繰入超過額 10,996

その他 5,083

評価性引当金 △68,525

計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 1,459,658

貸倒損失否認額 366,114

投資有価証券評価損否認額 100,144

貸倒引当金繰入超過額 147,476

役員退職慰労引当金否認額 16,425

固定資産評価損否認額 126,761

リース資産減損損失 3,700

退職給付引当金否認額 10,939

その他 80,326

評価性引当金 △2,311,546

計 －

繰延税金負債（固定） （千円）

その他有価証券評価差額金 △179

計 △179

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 

当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

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 

当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。 
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前事業年度（自平成20年３月21日 至平成21年３月20日） 

       情報通信事業の分離について 

          (1)分離先企業の名称 

             株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム 

          (2)分離した事業の内容 

               情報通信事業(携帯電話機等の販売) 

      (3)事業分離を行った理由 

               情報通信事業の更なる成長と業務の効率化を図るため、事業分離を行いました。 

          (4)事業分離日 

               平成21年２月２日 

          (5)法的形式を含む事業分離の概要 

               当社の営む情報通信事業を会社分割により新設した株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムに承継させる

           新設分割を行いました。 

          (6)分離した事業に係る資産及び負債の帳簿価額ならびにその内訳 

               資産の部        340,864千円 

               (主な内訳)  流動資産  259,116千円 

                     固定資産  81,748千円 

               負債の部         26,512千円 

               (主な内訳)  流動負債   16,512千円 

                    固定負債  10,000千円 

          (7)当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

               売上高        2,021,231千円 

               営業利益         98,709千円 

当事業年度（自平成21年３月21日 至平成22年３月20日） 

      該当事項はありません。 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１株当たり純資産額 円180.97

１株当たり当期純損失 円67.30

１株当たり純資産額 円166.94

１株当たり当期純損失 円13.99

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、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日) 

１株当たり当期純損失金額            

当期純損失（千円）  1,010,590  210,113

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）  1,010,590  210,113

期中平均株式数（千株）  15,015  15,015

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１種類（新株予約権

の数1,260個）。 
――――――――― 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

(ファシリティーマネジメント株式会社の株式取得) 

 当社は、平成21年３月25日開催の取締役会において、ピ

ーアークホールディングス株式会社傘下の清掃・メンテナ

ンス事業会社であるファシリティーマネジメント株式会社

の株式を取得し子会社化することを決議し、平成21年４月

１日付で譲受手続きを完了させ、当社の連結子会社として

おります。 

(ディーナネットワーク株式会社の株式取得) 

 当社は、平成22年３月18日開催の取締役会において、ピ

ーアークホールディングス株式会社傘下の労働者派遣事業

会社であるディーナネットワーク株式会社の株式を取得し

子会社化することを決議し、平成22年４月１日付で譲受手

続きを完了させ、当社の連結子会社としております。 

１．株式取得の目的  

当社は、新装・改装後の清掃・メンテナンス業務をお

客様より請け負うことにより店舗のトータルサポート

ができる体制を整え、より一層充実したサービスの提

供を目指して、子会社化するものであります。 

１．株式取得の目的  

当社は、得意先店舗の人材ニーズにも応えられるトー

タルサポート体制の構築と安定した売上・利益を確保

できるグループの新たな柱としたいと考え、子会社化

するものであります。 

２．株式取得の相手会社の名称  

ピーアークホールディングス株式会社 

２．株式取得の相手会社の名称  

ピーアークホールディングス株式会社 

３．買収する会社の名称、事業内容等  

商  号 ファシリティーマネジメント株式会社 

事業内容 店舗の清掃・メンテナンス事業 

従業員数 23名 

３．買収する会社の名称、事業内容等  

商  号 ディーナネットワーク株式会社 

事業内容 労働者派遣事業 

従業員数 35名 

４．株式取得の時期  

平成21年４月１日 

４．株式取得の時期  

平成22年４月１日 

５．取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率 

取得株式数          200株 

取得価額    300,000千円 

取得後の持分比率  100.0％ 

５．取得する株式の数、取得価額および取得後持分比率 

取得株式数          400株 

取得価額    148,000千円 

取得後の持分比率  100.0％ 

(資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処

分の件)   

 当社は、平成21年４月27日開催の取締役会において、

平成21年６月11日開催予定の第36回定時株主総会に、

「資本金および資本準備金の額の減少の件」について付

議することを決議いたしました。  

その概要は以下のとおりであります。 

(株式移転による完全親会社設立の件)   

 当社は、平成22年４月20日開催の取締役会において、

平成22年６月11日開催の第37回定時株主総会承認決議な

どの所定の手続きを経た上で、当社単独による株式移転

により純粋持株会社(完全親会社)を設立する株式移転計

画について決議いたしました。  

その概要は以下のとおりであります。 

１．資本金および資本準備金の額の減少の目的 

当社は、第36期(当事業年度)までの繰越損失を解消

し、財務体質の健全化を図るものであります。 

２．資本金および資本準備金の額の減少の内容  

①減少する資本金および資本準備金の額 

平成21年３月20日現在の資本金の額5,018,625,000円

のうち2,518,625,000円、及び資本準備金の額

224,261,803円全額をそれぞれ減少します。なお、減

少後の資本金の額は2,500,000,000円、資本準備金の

額は零円となります。 

②資本金の額の減少方法 

発行済株式の総数の変更は行わず、資本金の額のみを

減少いたします。  

３．剰余金の処分の内容   

資本金および資本準備金の額の減少に伴い、その他資

本剰余金が増加いたしますが、その他資本剰余金

2,358,661,764円を欠損填補に充て、繰越利益剰余金

を零円といたします。 

１．株式移転による完全親会社設立の目的 

日商インターライフグループ（以下、当グループ）

は主力事業として内装工事事業を営んでおりますが、

内装工事事業とシナジーを発揮できる事業を当グルー

プに加えることにより内装工事事業の競争力を強化し

て、昨今の厳しい事業環境の下でも成長し続けたいと

考えております。 

そのため、昨年、清掃・メンテナンス事業を営んで

いるファシリティーマネジメント株式会社を当社の子

会社としたのに続き、平成22年4月1日に労働者派遣事

業を営むディーナネットワーク株式会社を当社の子会

社とし、内装工事事業の顧客に対して工事後も継続的

なサービスを提供する「トータルサポート」ができる

体制を整えつつあります。 

 また、当社の子会社として、上記会社とは別に、株

式会社エヌ・アイ・エル・テレコムで情報通信事業

（携帯電話の販売）を営んでおりますが、この事業は

当グループの主力事業である内装工事事業とは、事業 
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前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

４．資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の

処分の日程(予定)  

①取締役会決議日      平成21年４月27日 

②定時株主総会決議日    平成21年６月11日 

③債権者異議申述公告日   平成21年６月12日 

④債権者異議申述 終期日  平成21年７月13日 

⑤効力発生日        平成21年７月14日  

  

の性格も異なり、当社の子会社として事業を運営する

ことが、適切ではなくなってきております。 

このような背景から、当社は主に以下を目的とし

て、純粋持株会社体制へ移行いたします。 

① グループ事業の展開力強化 

新規事業を機動的に展開して、グループ事業を

弾力的に運営するため、グループの経営戦略や

経営資源の配分を立案する機能を持株会社にて

行い、グループ全体の企業価値向上を目指しま

す。  

② 各事業に合う組織、人事制度の導入 

人事処遇、利益管理等の手法を各事業に応じた

ものにすることにより、評価の適切化、人材の

育成・活用を図り、やる気・やりがいを高めて

まいります。  

③ 各事業の専門性の向上 

持株会社体制により、各社はそれぞれの事業領

域の業務遂行に集中し、専門性の発揮や対応力

を強化して、事業の成長・発展を図ります。 

純粋持株会社体制へ移行することにより、グループ

の将来の成長のため、店舗にかかわる新しい事業への

取り組みも視野に入れ、各事業の競争力・収益力をア

ップさせ、グループの総合力を 大限発揮して企業価

値の向上を目指してまいります。 

  ２．株式移転による完全親会社設立の内容  

①株式移転の方法 

平成22年10月５日(予定)を期日として株式移転を行

い、株式移転完全親会社たるインターライフホールデ

ィングス株式会社を設立し、当社は同社の株式移転完

全子会社となります。 

  ②株式移転比率 

(注)1.当社普通株式１株に対してインターライフホー

   ルディングス株式会社普通株式１株を割当交付

   いたします。 

  2.インターライフホールディングス株式会社普通

   株式の単元株式数は100株とする予定です。 

インターライフホール
ディングス 
株式会社 

当社

普通株式 １ １

  

  

③株式移転の日程  

株式移転計画書取締役会承認決議日 

               平成22年４月20日 

株式移転計画書定時株主総会承認決議日(予定) 

               平成22年６月11日 

当社株式上場廃止日(予定)      平成22年９月30日 

持株会社上場日(予定)        平成22年10月５日 
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(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       菅又  滋 (現 大成サービス株式会社 顧問) 

平成22年６月30日付けで同社を退職される予定であります。 

・退任予定取締役 

取締役       久保  浩 (現 株式会社エヌ・アイ・エル・テレコム取締役) 

  

   

・新任監査役候補 

補欠社外監査役   加藤 雅也 (現 ピーアークホールディングス株式会社 執行役員経営企画部長) 

  

・退任予定監査役 

補欠社外監査役   明瀬 正紀 (現 ピーアークホールディングス株式会社 事業開発部ディレクター) 

  

③就任予定日 

平成22年６月11日   

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  

  

３．株式移転の後の株式移転完全親会社となる会社の概

要  

商      号 インターライフホールディングス株式 

      会社 

本店所在地 東京都北区田端新町二丁目４番７号  

代表者氏名 代表取締役社長 郷野 真弘 

資本金の額 2,500百万円 

純資産の額 未定 

総資産の額 未定 

事業の内容 傘下グループ会社の経営管理およびそれ

      に付帯する業務  

６．その他
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