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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高（百万円） 112,344 102,802 95,049 223,806 200,658 

経常利益（百万円） 7,281 6,965 7,231 11,208 8,668 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
4,327 1,510 4,821 5,600 1,270 

純資産額（百万円） 71,660 100,628 104,453 93,397 100,174 

総資産額（百万円） 162,352 183,968 182,505 183,116 180,498 

１株当たり純資産額（円） 8,223.18 9,411.40 9,770.73 8,537.01 9,360.82 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
483.64 155.01 450.97 624.78 112.94 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
─ ─ ― ─ ― 

自己資本比率（％） 44.1 54.7 57.2 51.0 55.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
7,879 308 9,509 17,123 5,995 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△177 △6,576 △10,774 △3,947 △23,371 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△1,244 △1,259 △5,355 14,688 △4,660 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
34,556 51,310 32,198 55,934 36,824 

従業員数 

（ほか、平均臨時雇用者数）

（名） 

3,412 

(6,527) 

3,348 

(6,909) 

3,621 

(6,478) 

3,356 

(6,040) 

3,189 

(7,238) 

 



 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（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。

３ 提出会社の経営指標等「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略し

ております。 

２【事業の内容】 

(1）事業内容の重要な変更 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。 

  

(2）主要な関係会社の異動 

 ３「関係会社の状況」に記載の通りであります。 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期 

会計期間 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成15年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成15年 
４月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（百万円） 100,628 90,124 84,020 200,324 176,441 

経常利益（百万円） 5,162 6,289 8,020 7,973 7,605 

中間（当期）純利益（百万

円） 
3,371 131 3,417 3,502 6,034 

資本金（百万円） 11,352 11,352 11,352 11,352 11,352 

発行済株式総数（株） 13,992,472 13,992,472 13,992,472 13,992,472 13,992,472 

純資産額（百万円） 90,525 82,957 90,678 91,495 88,701 

総資産額（百万円） 155,124 160,469 170,929 154,497 166,253 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
─ ─ ― 100.00 125.00 

自己資本比率（％） 58.4 51.7 53.1 59.2 53.4 

従業員数 

（ほか、平均臨時雇用者数）

（名） 

1,949 

(3,089) 

2,019 

(3,533) 

2,022 

(3,005) 

1,927 

(2,817) 

1,911 

(3,083) 



３【関係会社の状況】 

（注） １ 主要な事業の内容には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ ※１の会社については清算による減少であります。 

※２の会社については当社の子会社である㈱ダスキンサーヴ東海北陸が吸収合併したことによる減少であり

ます。 

※３の会社については当社の子会社である㈱ダスキンサーヴ九州が吸収合併したことによる減少でありま

す。 

３ 議決権の所有割合及び資金援助等については、平成17年3月31日現在で記載しております。 

当中間連結会計期間において、以下の会社が清算等により減少しております。 （平成17年９月30日現在） 

名称 住所 資本金 
主要な事業

の内容 

議決権の所有

割合（％） 

関係内容 

役員の

兼任 

資金援助等

（百万円）
営業上の取引 

設備の賃

貸借 

 (連結子会社)         

  ㈱ダスキンサー

ヴ宮城※１ 

 宮城県 

仙台市 
20百万円 

 愛の店関

連事業 
100  ― ― 

 当社製品のレ

ンタル及び販売 
   ― 

 ㈱ダスキンサーヴ

沖縄※１ 

 沖縄県

那覇市 
20百万円 

  愛の店関

連事業 
100  ― ― 

  当社製品のレ

ンタル及び販売 
   ― 

 ㈱ダスキンサーヴ

山口※１ 

 山口県

下松市 
35百万円 

  愛の店関

連事業 
100  ―   372   

  当社製品のレ

ンタル及び販売 
   ― 

 ㈱ダスキンサーヴ

福島※１ 

 福島県

郡山市 
35百万円 

  愛の店関

連事業 
100 

 ―  

   
248  

  当社製品のレ

ンタル及び販売 
―  

 ㈱ダスキンサーヴ

秋田※１ 

 秋田県

秋田市 
35百万円 

  愛の店関

連事業 

100 

 

―  

  
298  

  当社製品のレ

ンタル及び販売 
―  

 ダスキンオースト

ラリア PTY．

LIMITED ※１   

 オース

トラリ

ア ブリ

スベン 

10,900千豪

ドル 

 その他事

業 
100 ―  ― 

  当社製品のレ

ンタル及び販売 
―  

 ㈱商 ※２ 

愛知県

名古屋

市  

12百万円 
  愛の店関

連事業 

100 

 
 ―  ―      ― ―  

 (持分法適用子会

社) 
     

  

 
        

  ㈱ダスキンサー

ヴ東美※３ 

 長崎県

長崎市 
35百万円 

  愛の店関

連事業 

100 

 
 ―  ― 

 当社製品のレン

タル及び販売  
―  



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（  ）外書は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（  ）外書は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、ＵＩゼンセン同盟ダスキン労働組合と称する労働組合が組織されており、大阪府吹田市に同

組合本部が置かれ、平成17年９月30日現在における組合員数は2,518名で上部団体のＵＩゼンセン同盟に加盟して

おります。 

 なお、労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

愛の店関連事業 1,798(1,332)  

フードサービス事業 565(1,403)  

ケアサービス事業 819(3,594)  

その他事業 193( 144)  

全社（共通） 246(  5)  

合計 3,621(6,478)  

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 2,022(3,005)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間における我が国の経済は、昨年来の原油価格の高騰や年金問題等の懸念材料はあるものの、

企業収益は改善を続け、既に「踊り場」を脱した感があります。民間設備投資も拡大基調に転じ、海外経済の拡大

を背景に輸出も増加傾向にあり、企業収益は高水準で推移しております。企業収益好調の中、賃金、雇用も順調に

増加し、個人消費も底堅く推移しております。 

このような環境の中、売上高は950億49百万円（前中間連結会計期間比7.5％減）、営業利益は67億69百万円（前

中間連結会計期間比0.1％増）、経常利益は72億31百万円（前中間連結会計期間比3.8％増）、中間純利益は48億21

百万円（前中間連結会計期間比219.1％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①愛の店関連事業  

お掃除用品などの定期訪問レンタルサービスを行うクリーンサービス事業では、一般家庭向けの空気清浄機・浄

水器の新商品については売上が伸長致しました。また、キッチンフィルターを中心としたフィルター商品も堅調に

推移致しましたが、主力商品である家庭市場のモップを始め、事業所市場向けのモップやキャビネットタオル等の

クリーンサービス商品、エアーコントロール商品、ウォーターコントロール商品は前中間連結会計期間を下回りま

した。化粧品と健康食品の提供を行うヘルス＆ビューティ事業では、組織の拡大が促進され、前中間連結会計期間

を上回りました。 

その結果、愛の店関連事業分野全体の売上高は、544億58百万円（前中間連結会計期間比2.7％減）、営業利益は

116億75百万円（前中間連結会計期間比23.8％増）となりました。 

②フードサービス事業  

ミスタードーナツ事業は、「カリーパン」などの新商品を投入し、積極的な販売プロモーションを展開致しまし

たが、キャンペーン期間中の客数の伸び悩みなどにより前中間連結会計期間を下回りました。カフェデュモンド事

業は、新メニュー、改装を施した新型モデル店で顕著な売上の伸長がみられますが、全体では前中間連結会計期間

を下回りました。かつアンドかつ事業は低投資でフランチャイズ展開を可能にする新業態のカツ丼店の出店もあり

伸長しております。どん事業はメニュー改訂が遅れ、前中間連結会計期間を下回りました。レストラン事業では、

前期末にストーンクラブ専門店であるジョーズ２店舗を撤収した結果、前中間連結期間を下回りました。 

その結果、フードサービス事業分野全体の売上高は、261億48百万円（前中間連結会計期間比8.3％減）、営業利

益は６億34百万円（前中間連結会計期間比58.8％減）となりました。 



③ケアサービス事業 

サービスマスター事業は、ホテル・イベント会場・テーマパークなどの環境整備のマネジメントを行うファシリ

ティマネジメント部門においては、景気の影響等による契約更新金額の値引き及び解約により前中間連結会計期間

を下回りました。メリーメイド事業は、新規のお客様の獲得により成長、ターミニックス事業も堅調に推移しまし

た。トゥルグリーン事業においても、お客様獲得が進み前中間連結会計期間を上回りました。ヘルスケア事業も堅

調に推移し、シニアケアのホームインステッド事業は、フランチャイズ展開も順調に進み好調に推移しました。ま

た、高齢者介護事業のゼロケア事業は、訪問介護の拠点作り、小規模多機能施設の両面からサービス品質の向上を

図って参ります。 

その結果、ケアサービス事業分野全体の売上高は、96億64百万円（前中間連結会計期間比3.8％増）、利益面に

おきましては、ゼロケア事業の初期投資の影響から、営業損失が５億22百万円（前中間連結会計期間の営業損失は

１億47百万円）となりました。 

④その他事業  

レントオール事業については、介護用品関連のヘルスレントが好調に推移し、売上高は前中間連結会計期間比は

大きく伸長致しました。ユニフォームサービス事業については、大口顧客の解約もあり売上高は前中間連結会計期

間を下回りました。 

  前期まで愛の店関連事業として取扱いしてきた水の宅配商品「スプラッシュウォーター」とその他事業に位置付

けていたカフェサービスを、相乗効果を期待して「ドリンクサービス事業」として再編、新たなスタートを切り、

順調に推移しております。また、従来から子会社のダスキン共益株式会社で展開しておりますリース事業につきま

しても順調に推移致しました。ｅｅステーション事業については、平成17年３月末までに順次営業譲渡を行い事業

終結致しました。 

その結果、その他事業分野全体の売上高は、65億88百万円（前中間連結会計期間比48.6％減）、営業損失は２億

52百万円（前中間連結会計期間の営業損失は３億84百万円）となりました。 

尚、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) キャッシュ・フローの状況  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は66億17百万円減少し、321億98百万

円（前中間連結会計期間末残高513億10百万円）となりました。各々のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次の通りであります。なお、下記要因以外に、連結子会社の増加等に伴い19億89百万円増加しております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、95億９百万円であり、前中間連結会計期間

に比べ92億１百万円の増加となりました。主な増加の要因は、法人税等が当中間連結会計期間では還付となったこ

とにより、前中間連結会計期間と比べ58億89百万円資金が増加したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、107億74百万円の資金支出であり、前中間

連結会計期間に比べ41億97百万円の資金支出増加となりました。主な支出の要因は、定期預金の預け入れによる支

出（前中間連結会計期間対比13億58百万円増）及び投資有価証券の取得による支出が増加（前中間連結会計期間対

比22億32百万円増）し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）  

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、53億55百万円の資金支出であり、前中間連

結会計期間に比べ40億96百万円の資金支出増加となりました。主な支出の要因は、借入金の返済による支出等によ

るものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 当中間期よりサービス業務に係る原価等を除いて記載しております。なお前期におけるサービス業務に係る

原価等の金額は、775百万円であります。 

３ 愛の店関連事業では生産を行っており、主なものは下記の通りです。 

（生産実績 愛の店関連事業） 

(2）受注実績 

 該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前中間連結会計期間比（％） 

愛の店関連事業 13,597 84.9 

フードサービス事業 17,253 91.3 

ケアサービス事業 878 80.1 

その他事業 4,237 84.2 

合計 35,967 87.6 

区分 回数（ワッシャー） 前中間連結会計期間比（％） 

マット 740,297 100.7 

モップ 138,014 96.9 

ロールタオル 31,536 93.6 

ウエス 20,301 85.6 

合計 930,148 99.4 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前中間連結会計期間比（％） 

愛の店関連事業 54,458 97.5 

フードサービス事業 26,148 91.7 

ケアサービス事業 9,638 103.7 

その他事業 4,804 52.5 

合計 95,049 92.5 



３【対処すべき課題】 

 当社を取り巻く経済環境を展望すると、昨年来の原油価格の高騰や年金問題等の懸念材料はあるものの、企業収益

は改善を続け、既に「踊り場」を脱した感があります。民間設備投資も拡大基調に転じ、海外経済の拡大を背景に輸

出も増加傾向にあり、企業収益は高水準で推移しております。企業収益好調の中、賃金、雇用も順調に増加し、個人

消費も底堅く推移しております。 

 このような状況の中で当社では、昨年４月よりスタートした中期経営計画に基づき、「改革と創生」に向け、生活

者・消費者の視点ですべての企業活動を見直し、着実に改革を進めて参りました。平成18年３月期は中期経営計画の

２年度として、中核事業及びシニアケア事業分野に経営資源を集中させると共に、企業集団全体でダスキンの強みで

あるお客様との接点を更に強化し、より強固な経営基盤の確立と更なる業績の向上に努めて参ります。 

 また、コンプライアンス体制の更なる基盤作りに向けて、前期策定した「ダスキン行動基準（第１版）」の実践・

定着を図るため、役職員の教育を継続すると共に、加盟店等も含めたダスキングループのコンプライアンス啓蒙活動

を継続して推進して参ります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

  当社グループの研究開発は、主に愛の店関連事業の基盤である清掃及び洗浄関連商品の開発並びに加工技術の深耕

に取り組んでおり、品質・環境対策を重視した研究開発活動と消費者への安全性を最大限追求し、全社にわたる商品

性能の検査、分析、安全性衛生関連の評価試験を中心に商品検査活動に取り組んでおります。 

  (１)研究開発方針 

  当社は、消費者に対して当社が届けるトータルクリーンケアに関する商品、サービスについて、安心且つ信頼のお

けるダスキンブランドの確立を目指しております。全社に関わる専門技術分野の中でも特に、クリーンサービス事業

及び関連事業の基盤技術深耕、新商品開発、商品の品質向上及び環境対策を中心とした研究開発活動に取り組んでお

ります。 

   この目的達成のために 

  ・消費者の立場に立ち、本物志向の商品開発技術を確立する。 

  ・消費者のニーズ、変化を敏速且つ的確に把握して業界の先取りを行う。   

  ・商品、技術に関する情報を即座に収集分析し、旧来の枠にとらわれない新しい技術を積極的に導入する。 

 ・商品の機能、性能の他に、安心・安全はもとより、人体及び環境に限りなくやさしいことをテーマとして追求す

  る。 

   以上のことを常に念頭におき、商品の研究開発に取り組んでおります。 

  また、当社の主力はレンタル商品であり、商品の繰り返し使用回数を伸ばすことにより資源の有効活用が出来、環

境配慮と商品原価の低減が図れます。従いまして、商品素材の劣化が少ないクリーニング加工技術及び環境負荷軽減

が図れる廃水の処理技術の開発にも取り組んでおります。 

  (２)研究開発体制 

  当社の開発研究所は、技術を開発する「商品研究開発部」と、第三者の立場に立って分析、測定、検査を行う「商

品検査センター」の２部門から成り立っております。平成17年９月30日現在、商品研究開発部は部長含め9名、商品

検査センターは部長含め31名、所長を含めた総勢41名の体制となっております。 

  (３)当中間連結会計期間における主な成果 

   ａ．モップ関連 

 (ａ)賃貸、集合住宅の比較的フローリング面積の少ない家庭向けのライトフロアモップ及びライトハンディモップの

        開発が終了し、下期より地域導入テストの運びとなりました。 

    (ｂ)室内のダニアレルゲンを低減化するモップ用吸着剤の実用化の見通しが立ち、本連結会計年度中 にナイロン素

材の家庭用モップから市場に導入する準備を進めております。 

    (ｃ)ホコリの清掃に関する基礎データの作成を行い、ホコリを立てずにお掃除する重要性、ホコリを除去するダスキ

ンモップの優位性についての映像を作成し、組織員教育ツールとしました。 



     ｂ．マット関連 

    (ａ)ナイロン繊維の防汚加工技術を確立することが出来ました。防汚加工技術の商品化によってマットの洗浄性が著

しく向上し、シミによる廃棄費用を著しく低減することを確認しました。本連結会計年度中に主力のベーシック

マットより新ナイロン繊維の実用化予定です。     

    (ｂ)レンタルマットの品質向上及び廃棄削減に寄与する耐オゾン性能50倍のマット用新ゴムの配合に関わる技術性能

の確認を終了し、本連結会計年度中に実用化の計画です。 

    (ｃ)廃棄マットのリサイクル化：廃棄マットからパイルを回収し、ナイロンチップとしての製粒化技術を確立しまし

た。今後、プラスチック容器としての再活用を図って参ります。ナイロン繊維への再活用として、廃棄パイルに

残存する砂ぼこりの除去研究を推進し、環境企業として繊維の再利用技術の確立を急いで参ります。 

     ｃ．クリーンコントロール関連商品 

    (ａ)芳香消臭分野では、業務用消臭剤市場の主力商品である中型タイプに消臭機能を付加した消臭芳香Ｍ及び香

り のパンチ力をアップした芳香Ｍを市場導入し、売上の向上を図りました。     

    (ｂ)日用品分野では、台所用洗剤、ボディソープ、衣料用液体洗剤を環境面及び安全性の面を考慮しての全面リニュ

ーアルに向けて、基本処方を確立し、モニターテストを実施しております。 

    (ｃ)空気清浄機分野では、マイナスイオン機能を付加した家庭用空気清浄機を市場導入し、活性化を図りました。 

    (ｄ)家庭用浄水器分野では、衛生的にメンテナンスが出来、原水、浄水機能の切替の簡便な「浄水器プラス」を市場

導入しました。 

     ｄ．その他基礎研究関連 

    (ａ)洗浄可能なグリスフィルターの研究：金属の発泡軽量化技術の研究では、来年度実用化に向けて成果を上げつつ

あります。 

     ｅ．商品検査部門の取り組み 

    (ａ)愛の店関連事業商品の商品表示を各法規に照らし合わせ、消費者の立場からの検査と表示提案を行いました。  

    (ｂ)愛の店事業分野の他にフードサービス、ケアサービス分野などの商品検査も実施致しました。 

    (ｃ)商品の衛生試験では、現場の意向に沿ってタイムリーに衛生測定が出来る測定方法を確立し、生産工場において

キャビネットタオルの衛生検査に導入実施しました。 

    (ｄ)分析関係では、迅速且つ正確な試験・測定が出来る体制を充実させるため専門家の採用を行いました。 

   (４)研究開発費 

       当中間連結会計期間の研究開発費の総額は3億29百万円であります。 

   (５)その他 

       愛の店関連事業以外に特記すべき事項はありません。 

  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備計画の変更  

提出会社 

 （注）１．生産能力には重要な影響はありません。 

     ２．沖縄工場の賃貸工場敷地・建物購入については、売買価格の交渉が難航しており、着手時期が平成17年6月

から平成18年1月に変更になりました。交渉の進捗状況如何により更に延期になる可能性もあります。 

     ３．大阪中央工場の連洗乾燥機設備の購入については、レイアウト変更計画もあわせて実施しているため、計画

の立案に時間を要し、着手時期が平成17年4月から平成17年6月に、完了時期が平成17年9月から平成18年1月

に変更されました。 

     ４．横浜中央工場の乾燥機設備等の購入については、レイアウト変更計画もあわせて実施しているため、計画の

立案に時間を要し、完了時期が平成18年1月から平成18年2月に変更されました。 

５．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

国内子会社 

 （注）１. 生産能力には重要な影響はありません。 

２. ㈱小野ダスキンのバッキングマシンの購入計画については、機械性能の見直し等により計画を変更したた

め、投資予定金額を当初の100百万円から130百万円に、着手時期が平成17年6月から平成17年12月に、完了

時期が平成17年11月から平成18年8月に変更されました。   

３．㈱ダスキンプロダクト東関東の連洗乾燥設備の購入計画については、省エネ改良タイプを導入することによ

り、さらに燃料削減を図るべく着手時期、完了時期共に平成17年10月から平成18年2月に変更されました。

投資予定金額は変更ありません。  

４. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

会社名 
 事業所名  

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

 沖縄工場 
 (沖縄県中頭

郡西原町) 

 愛の店関連

事業 

 賃貸工場敷

地・建物購

入  

93     ─  自己資金 平成18年１月 平成18年１月 (注)1,2  

 大阪中央工

場 

 (大阪府吹田

市) 

 愛の店関連

事業 

 連洗乾燥機

設備の購入 
100     ─  自己資金 平成17年６月 平成18年１月 (注)1,3  

  横浜中央工

場 

 (神奈川県横

浜市鶴見区) 

 愛の店関連

事業 

 乾燥機設備

の購入  
120     ─  自己資金 平成17年４月 平成18年２月 (注)1,4  

会社名 
 事業所名  

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

 ㈱小野ダス

キン  

(兵庫県小野

市)  

 愛の店関連

事業 

バッキングマ

シン 
130      0  自己資金 平成17年12月 平成18年８月 (注)1,2 

 ㈱ダスキン

プロダクト東

関東 

 (埼玉県三郷

市) 

 愛の店関連

事業 

 連洗乾燥機

設備購入 
120      0  自己資金 平成18年２月 平成18年２月 (注)1,3  



（２）重要な設備計画の完了 

  前連結会計年度に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは次の通りであります。 

  国内子会社 

 （注）１. 生産能力には重要な影響はありません。 

     ２. ㈱小野ダスキンの乾燥機設備の購入計画につきましては、投資予定金額を当初の60百万円から27百万円に変

更し平成17年5月に完成いたしました。㈱和倉ダスキンの縫製自動化設備の購入計画につきましては、受注

量の減少により投資予定金額を当初の96百万円から16百万円に変更し平成17年9月に完了いたしました。 

３. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（３）重要な設備の新設計画等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画等はありません。  

（４）重要な設備の除却計画等 

    提出会社 

  （注）    上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  

会社名 所在地 
事業の種類別セグ

メントの名称 
設備の内容 

投資額 

（百万円） 
完了年月 完成後の増加能力 

 ㈱小野ダ

スキン 
(兵庫県小野市)  

愛の店関連事

業  

乾燥機設備購

入  
27 平成17年5月  (注) 1,2 

 ㈱和倉ダ

スキン 
(石川県七尾市)  

愛の店関連事

業  

縫製自動化設

備購入  
16 平成17年9月  (注) 1,2 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
売却価格 
(百万円) 

  
  

 除売却年月  

建物及び
構築物 

機械装置及
び運搬具 

土地 その他 合計  

  東京本社 

 (東京都港区) 
  本社(共通)  その他設備 722         ─ 830 133 1,686 2,318  平成17年10月



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 20,000,000 

計 20,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月26日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 13,992,472 13,992,472 
非上場のため該当事

項はありません。 
─ 

計 13,992,472 13,992,472 ─ ─ 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 

平成17年９月30日  
──  13,992,472 ──  11,352    ── 1,090 



(4）【大株主の状況】 

 （注）１ 上記のほか、提出会社所有の自己株式3,302千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合23.59％）があ

ります。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 700 5.00 

ダスキン働きさん持株会 大阪府吹田市豊津町１番33号 449 3.21 

小笠原 浩方 京都府京田辺市薪小欠５番20号 401 2.86 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 300 2.14 

日本製粉株式会社 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目27番５号 300 2.14 

ロイヤルホールディングス株

式会社 
福岡県福岡市博多区那珂３丁目28番５号 210 1.50 

山田 宏 大阪府枚方市南中振１丁目18番１号 160 1.14 

SMBCキャピタル５号投資事業

組合 業務執行組合員 SMBC

キャピタル株式会社 

東京都中央区日本橋２丁目７番９号 150 1.07 

株式会社池田銀行 大阪府池田市城南２丁目１番11号 150 1.07 

中央三井プライベートエクイ

ティ第一号投資事業組合 業

務執行組合員 中央三井キャ

ピタル株式会社 

東京都中央区日本橋室町３丁目２番８号 150 1.07 

計 ─ 2,971 21.23 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  3,302,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,596,700 105,967 ― 

単元未満株式 普通株式    93,772 ― ― 

発行済株式数 13,992,472 ― ― 

総株主の議決権 ― 105,967 ― 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

 証券取引所非上場のため、該当事項はありません。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ダスキン 

大阪府吹田市豊津

町１番33号 
3,302,000       ── 3,302,000 23.59 

計 ― 3,302,000       ── 3,302,000 23.59 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間財務諸表並び

に当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けており

ます。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金 ※１   58,384     45,290     43,912   

２ 受取手形及び
売掛金 

    10,925     10,848     10,685   

３ 有価証券 ※１   495     0     497   

４ たな卸資産     9,469     7,819     6,993   

５ 繰延税金資産     2,598     2,007     1,545   

６ その他     8,694     2,665     6,731   

貸倒引当金     △205     △104     △137   

流動資産合計     90,361 49.1   68,527 37.6   70,228 38.9 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産                     

(1）建物及び構
築物 

  41,774     40,517     41,652     

減価償却累
計額 

  19,031     19,642     18,733     

減損損失累
計額  

  1,799 20,943   ― 20,874   1,749 21,169   

(2）機械装置及
び運搬具 

  18,434     15,273     15,001     

減価償却累
計額 

  13,718     10,623     10,127     

減損損失累
計額 

  ― 4,715   ― 4,650   0 4,872   

(3）土地     24,907     24,960     24,997   

(4）建設仮勘定     779     369     421   

(5）その他   12,100     13,204     12,379     

減価償却累
計額 

  8,808 3,291   8,626 4,577   8,319 4,059   

有形固定資産
合計 

    54,637 29.7   55,431 30.4   55,520 30.8 

２ 無形固定資産     4,836 2.6   4,955 2.7   4,969 2.7 

３ 投資その他の
資産 

                    

(1）投資有価証
券 

※１   8,246     27,733     24,282   

(2）長期貸付金     3,155     3,003     3,053   

(3）差入保証金     15,556     14,445     14,731   

(4）繰延税金資
産 

    3,962     5,287     4,604   

(5）その他     3,984     4,218     3,980   

貸倒引当金     △820     △1,113     △902   

投資その他の
資産合計 

    34,085 18.5   53,575 29.3   49,749 27.6 

固定資産合計     93,559 50.9   113,962 62.4   110,239 61.1 

Ⅲ 繰延資産                     

１ 社債発行費     47     15     30   

繰延資産合計     47 0.0   15 0.0   30 0.0 

資産合計     183,968 100.0   182,505 100.0   180,498 100.0 

                      

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 買掛金     7,460     7,741     7,078   

２ 短期借入金     4,913     4,784     4,890   

３ 一年以内返済
予定の長期借
入金 

    8,468     10,306     8,570   

４ 未払金     5,268     6,342     8,364   

５ 未払法人税等     2,287     3,101     1,706   

６ 賞与引当金     3,511     3,436     1,883   

７ レンタル品預
り保証金 

    11,976     11,804     12,174   

８ その他     4,178     4,184     4,549   

流動負債合計     48,066 26.1   51,702 28.3   49,218 27.2 

Ⅱ 固定負債                     

１ 社債     4,000     4,000     4,000   

２ 長期借入金     23,872     14,030     19,672   

３ 退職給付引当
金 

    5,440     6,526     6,149   

４ 役員退職引当
金 

    91     166     114   

５ 債務保証損失
引当金 

    87     42     61   

６ 長期預り保証
金 

    1,094     1,007     1,069   

７ 連結調整勘定     439     650     124   

固定負債合計     35,025 19.0   26,423 14.5   31,192 17.3 

負債合計     83,092 45.2   78,126 42.8   80,410 44.5 

                      

（少数株主持分）                     

少数株主持分     248 0.1   △75 △0.0   △86 △0.0 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     11,352 6.2   11,352 6.2   11,352 6.3 

Ⅱ 資本剰余金     5,165 2.8   5,165 2.8   5,165 2.9 

Ⅲ 利益剰余金     100,073 54.4   103,202 56.5   99,875 55.3 

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

    598 0.3   278 0.2   286 0.2 

Ⅴ 為替換算調整勘
定 

    △308 △0.2   △232 △0.1   △246 △0.1 

Ⅵ 自己株式     △16,253 △8.8   △15,313 △8.4   △16,259 △9.0 

資本合計     100,628 54.7   104,453 57.2   100,174 55.5 

負債、少数株
主持分及び資
本合計 

    183,968 100.0   182,505 100.0   180,498 100.0 

                      



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     102,802 100.0   95,049 100.0   200,658 100.0 

Ⅱ 売上原価     58,975 57.4   53,088 55.9   114,600 57.1 

売上総利益     43,826 42.6   41,960 44.1   86,058 42.9 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１   37,067 36.0   35,191 37.0   76,915 38.3 

営業利益     6,759 6.6   6,769 7.1   9,143 4.6 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   67     159     168     

２ 受取配当金   380     58     408     

３ 設備等賃貸収
入 

  262     522     688     

４ 紹介等手数料
収入 

  78     68     141     

５ 連結調整勘定
償却額 

  7     86     22     

６ 持分法による
投資利益 

  ―     113     ―     

７  顧客権譲渡益   ―     ―     316     

８ 雑収入   724 1,520 1.5 551 1,559 1.6 1,211 2,957 1.4 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   261     206     491     

２ 貸倒引当金繰
入額 

  ―     168     ―     

３ 設備等賃貸費
用 

  134     178     413     

４ たな卸資産評
価損 

  53     201     399     

５ 賃貸契約解約
違約金 

  135     ―     ―     

６ 製品等廃棄損   180     153     1,041     

７ 持分法による
投資損失 

  365     ―     360     

８ 雑損失   183 1,314 1.3 189 1,097 1.2 726 3,432 1.7 

経常利益     6,965 6.8   7,231 7.6   8,668 4.3 

Ⅵ 特別利益                     

１ 前期損益修正
益 

  23     ―     ―     

２ 固定資産売却
益 

※２ 13     0     24     

３ 投資有価証券
売却益 

  101     1     168     

４ 関係会社株式
売却益 

  371     ―     1,299     

５ 貸倒引当金戻
入益 

  63     ―     10     

６ 賞与引当金戻
入益 

  17     48     ―     

７ 債務保証損失
引当金戻入益 

  48     ―     74     

８ 営業譲渡益   370     ―     370     

９ その他   130 1,139 1.1 63 112 0.1 397 2,344 1.2 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失                     

１ 固定資産売却
損 

※３ 65     4     70     

２ 固定資産廃棄
損 

※４ 207     105     822     

３ 減損損失 ※６ 4,530     45     4,622     

４ 投資有価証券
評価損 

  ―     1     ―     

５ 退職給付費用   232     ―     463     

６ 希望退職関連
費用 

  ―     98     490     

７ その他 ※５ 274 5,310 5.2 169 424 0.4 614 7,084 3.5 

税金等調整前
中間（当期）
純利益 

    2,795 2.7   6,919 7.3   3,928 2.0 

法人税、住民
税及び事業税 

  1,684     3,183     1,758     

過年度法人税
等 

  327     ―     1,122     

法人税等調整
額 

  △821 1,189 1.1 △1,093 2,089 2.2 △261 2,619 1.4 

少数株主利益     94 0.1   8 0.0   38 0.0 

中間（当期）
純利益 

    1,510 1.5   4,821 5.1   1,270 0.6 

                      



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,070   5,165   2,070 

Ⅱ 資本剰余金増加高               

１ 自己株式処分差益   2,942   ―   2,942   

２ 合併による資本剰余
金増加高 

  151 3,094 ― ― 151 3,094 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,165   5,165   5,165 

                

（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     99,437   99,875   99,437 

Ⅱ 利益剰余金増加高               

１  連結子会社の減少に
よる利益剰余金増加
高 

  ―   ―   42   

２ 合併による利益剰余
金増加高 

  499   ―   499   

３ 中間（当期）純利益   1,510 2,009 4,821 4,821 1,270 1,812 

Ⅲ 利益剰余金減少高               

１  連結子会社の増加に 
よる利益剰余金減少
高 

  ―   62   ―   

２ 配当金   1,297   1,336   1,297   

３ 役員賞与   76 1,373 95 1,494 76 1,373 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    100,073   103,202   99,875 

                



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益 

  2,795 6,919 3,928 

２ 減価償却費   2,360 2,481 4,739 

３ 連結調整勘定償却額   380 116 567 

４ 貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  △72 183 △23 

５ 貸倒損失   ― 2 ― 

６ 受取利息及び配当金   △447 △218 △576 

７ 支払利息   261 206 491 

８ 為替差損益（益：
△） 

  △71 △82 △23 

９ 持分法による投資損
益（益：△） 

  365 △113 360 

10 有形固定資産売却益   △13 △0 △24 

11 有形固定資産売却損   65 4 70 

12 有形固定資産除却損   147 98 577 

13 投資有価証券売却益   △472 △1 △1,467 

14 投資有価証券評価損   43 1 43 

15 営業譲渡益   △370 ― △370 

16 減損損失   4,530 45 4,622 

17 売上債権の増減額
（増加：△） 

  1,148 △152 867 

18 たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △1,349 △817 612 

19 仕入債務の増減額
（減少：△） 

  △1,293 656 △1,208 

20 賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  1,582 1,538 △44 

21 退職給付引当金の増
減額 
（減少：△） 

  781 361 1,490 

22 役員退職引当金の増
減額 
（減少：△） 

  △41 52 △18 

23 債務保証損失引当金
の増減額 
（減少：△） 

  △48 △19 △74 

24 未払消費税等の増減
額 
（減少：△） 

  △258 △43 △266 

25 その他資産の増減額
（増加：△） 

  △3,624 86 △4,087 

26 その他負債の増減額
（減少：△） 

  △2,372 △3,725 1,401 

27 役員賞与の支払額   △78 △96 △78 

28 その他   17 15 35 

小計   3,965 7,499 11,546 

29 利息及び配当金の受
取額 

  463 197 571 

30 利息の支払額   △252 △208 △483 

31 法人税等の支払額    △3,868 △1,625 △5,640 

32 法人税等の還付額   ― 3,646 ― 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  308 9,509 5,995 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 定期預金の預け入れ
による支出 

  △5,036 △6,395 △5,006 

２ 定期預金の払い戻し
による収入 

  58 393 53 

３ 有価証券の売却によ
る収入 

  149 497 49 

４ 有形固定資産の取得
による支出 

  △2,792 △2,415 △5,758 

５ 有形固定資産の売却
による収入 

  199 81 561 

６ 投資有価証券の取得
による支出 

  △1,384 △3,616 △18,680 

７ 投資有価証券の売却
による収入 

  2,024 1,007 2,901 

８ 連結範囲の変更を伴
う子会社株式売却に
よる支出 

  △30 ― ― 

９ 貸付による支出   △2,180 △155 △2,237 

10 貸付金の回収による
収入 

  486 340 2,924 

11 差入保証金の支出   △19 △97 △274 

12 差入保証金の回収に
よる収入 

  44 823 1,309 

13 営業譲渡による収入   1,599 ― 1,599 

14 その他投資による支
出 

  △564 △1,247 △844 

15 その他投資の回収に
よる収入 

  868 8 30 

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △6,576 △10,774 △23,371 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 短期借入による収入   3,556 4,380 8,056 

２ 短期借入金の返済に
よる支出 

  △3,647 △4,516 △8,121 

３ 長期借入による収入   5,152 ― 5,516 

４ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △5,959 △3,873 △9,740 

５ 自己株式の取得によ
る支出 

  △360 △6 △366 

６ 少数株主からの株式
の買戻しによる支出 

  △5,293 ― △5,293 

７ 自己株式の売却によ
る収入 

  6,689 ― 6,689 

８ 配当金の支払額   △1,297 △1,336 △1,297 

９ 少数株主への配当金
の支払額 

  △96 △2 △96 

10 その他   △3 ― △7 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △1,259 △5,355 △4,660 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  0 3 15 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額(減
少：△) 

  △7,527 △6,617 △22,021 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  55,934 36,824 55,934 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加
高  

  ― 1,978 ― 

Ⅷ 合併による現金及び現
金同等物の増加高 

  2,903 11 2,911 

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

  51,310 32,198 36,824 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ 連結の範囲に関

する事項 

(イ)連結子会社の数 62社 

主要な連結子会社は、㈱

ダスキンサーヴ北海道他

サーヴ31社、㈱小野ダス

キン他工場会社10社、㈱

ダスキンソフト、ダスキ

ン江坂サプライ㈱、ダス

キンビジネスサービス

㈱、ＭＤフードサービス

PTY,LTD.、㈱エバーフレ

ッシュ函館、㈱どん、㈱

ダスキンヘルスケア、ダ

スキンユーエスエー,IN

C.、ダスキンオーストラ

リアPTY,LTD.、上海丸仁

楽清食品有限公司、㈱ダ

スキン東京販社他２販社

（セールス会社）、ダス

キン共益㈱、アドヴァン

スクリーン㈱、㈱ダスキ

ン・アイマートでありま

す。 

(イ)連結子会社の数 47社 

主要な連結子会社は、㈱

ダスキンサーヴ北海道他

サーヴ27社、㈱小野ダス

キン他工場会社8社、ダ

スキンビジネスサービス

㈱、㈱ダスキンシャトル

東京、㈱エバーフレッシ

ュ函館、㈱どん、㈱ダス

キンヘルスケア、㈱ダス

キンゼロケア、上海丸仁

楽清食品有限公司、ダス

キン共益㈱、ダスキン保

険サービス㈱、アドヴァ

ンスクリーン㈱でありま

す。 

ダスキン保険サービス㈱

及び㈱ダスキンシャトル

東京は、重要性が増した

ため、当中間連結会計期

間より連結の適用範囲に

含めております。 

  

(イ)連結子会社の数 52社 

主要な連結子会社は、

「第１ 企業の概況 

４ 関係会社の状況」に

記載しているため省略し

ております。 

  (ロ)非連結子会社 

主要な非連結子会社は、

㈱ダスキンシャトル東京

であります。 

     ──── 

   

(ロ)非連結子会社 

主要な非連結子会社は、

ダスキン保険サービス

㈱、㈱ダスキンシャトル

東京であります。 

  (ハ)非連結子会社について連

結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は

いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。 

     ──── 

  

(ハ)非連結子会社について連

結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は

いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

２ 持分法の適用に

関する事項 

(イ)持分法適用の非連結子会

社数       1社 

持分法適用の非連結子会

社は、ダスキン保険サー

ビス㈱であります。 

     ──── 

  

(イ)持分法適用の非連結子会

社数       ２社 

持分法適用の非連結子会

社は、ダスキン保険サー

ビス㈱、㈱ダスキンサー

ヴ東美であります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (ロ)持分法適用の関連会社数 

４社 

持分法適用の関連会社は

楽清服務股份有限公司、

㈱ダスキンサーヴ東美、

シードレストラングルー

プINC.、統一多拿滋股份

有限公司であります。 

(ロ)持分法適用の関連会社数 

３社 

持分法適用の関連会社は

楽清服務股份有限公司、

シードレストラングルー

プINC.、統一多拿滋股份

有限公司であります。 

(ロ)持分法適用の関連会社数 

３社 

持分法適用の関連会社は

楽清服務股份有限公司、

シードレストラングルー

プINC、統一多拿滋股份

有限公司であります。 

  (ハ)持分法を適用していない

非連結子会社及び関連会

社 

主要な非連結子会社は、

㈱ダスキンシャトル東京

であります。また、主要

な関連会社は、㈱ダスキ

ンシャトル北大阪であり

ます。 

     ──── 

  

(ハ)持分法を適用していない

非連結子会社及び関連会

社 

主要な非連結子会社は、

㈱ダスキンシャトル東京

であります。 

  (ニ)非連結子会社及び関連会

社について持分法を適用

しない理由 

持分法を適用していない

非連結子会社及び関連会

社は、いずれも中間連結

純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないため持分法の

適用から除外しておりま

す。 

     ──── 

  

(ニ)非連結子会社及び関連会

社について持分法を適用

しない理由 

持分法を適用していない

非連結子会社は、連結純

損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないため持分法の

適用から除外しておりま

す。 

  (ホ)持分法適用会杜のうち、

中間決算日が中間連結決

算日と異なる会社につい

ては、各社の中間会計期

間にかかる中間財務諸表

を使用しております。 

(ホ)   同左 (ホ)持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異

なる会社については、各

社の事業年度にかかる財

務諸表を使用しておりま

す。 

３ 連結子会社の

(中間)決算日等

に関する事項 

 連結子会社のうちＭＤフー

ドサービスPTY,LTD.及び上海

丸仁楽清食品有限公司の中間

決算日は平成16年６月30日で

あります。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、平成16年７月

１日から平成16年９月30日ま

での期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 連結子会社のうち上海丸仁

楽清食品有限公司の中間決算

日は平成17年６月30日であり

ます。 

 中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同中間決算日現

在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、平成17年７月

１日から平成17年９月30日ま

での期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 連結子会社のうち上海丸仁

楽清食品有限公司の決算日は

平成16年12月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。た

だし、平成17年１月１日から

平成17年３月31日までの期間

に発生し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。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４ 会計処理基準に

関する事項 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法(定額

法) 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は主として移

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 

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

資本直入法により

処理し、売却原価

は主として移動平

均法により算定） 

  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 

時価のないもの 

同左 

  持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の株式 

…移動平均法による

原価法 

持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の株式 

同左 

持分法を適用していな

い非連結子会社及び関

連会社の株式 

同左 

  (2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

当社及び連結子会社

は移動平均法による

原価法 

(2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

   同左 

 製品・仕掛品・商品及

び食品以外の原材料 

当社は移動平均法に

よる低価法 

製品・仕掛品・商品及

び食品以外の原材料 

同左 

製品・仕掛品・商品及

び食品以外の原材料 

同左 

 連結子会社は移動平

均法による原価法 

同左 同左 

 なお、商品・製品に

含まれるレンタル品

については、レンタ

ル開始時に費用処理

しております。 

同左 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 （会計処理の変更） 

従来、当社及び連結子会

社の食品原材料・貯蔵品

の評価方法は最終仕入原

価法によっておりました

が、当中間連結会計期間

より移動平均法による原

価法に変更しておりま

す。 

また、従来、一部の連結

子会社の製品・仕掛品・

商品及び食品以外の原材

料の評価方法は最終仕入

原価法によっておりまし

たが、当中間連結会計期

間より移動平均法による

原価法に変更しておりま

す。 

これらの変更は、決算早

期化に対応するためコン

ピュータシステムの見直

しを行った結果、移動平

均法による払出額の算定

が可能となり、たな卸資

産の評価の適正化かつ迅

速化が行えるようになっ

たことから、月次損益管

理の一層の充実を図ると

共に、より適正な期間損

益計算を実現するために

行ったものです。 

これらの変更による影響

は軽微であります。 

    ──── 

  

  

  

（会計処理の変更） 

従来、当社及び連結子会

社の食品原材料・貯蔵品

の評価方法は最終仕入原

価法によっておりました

が、当連結会計年度より

移動平均法による原価法

に変更しております。 

また、従来、一部の連結

子会社の製品・仕掛品・

商品及び食品以外の原材

料の評価方法は最終仕入

原価法によっておりまし

たが、当連結会計年度よ

り移動平均法による原価

法に変更しております。 

これらの変更は、決算早

期化に対応するためコン

ピュータシステムの見直

しを行った結果、移動平

均法による払出額の算定

が可能となり、たな卸資

産の評価の適正化かつ迅

速化が行えるようになっ

たことから、月次損益管

理の一層の充実を図ると

共に、より適正な期間損

益計算を実現するために

行ったものです。 

これらの変更による影響

は軽微であります。  

  (ロ)重要な減価償却資産の減

価償却方法 

(1）有形固定資産 

当社及び連結子会社は

定額法 

(ロ)重要な減価償却資産の減

価償却方法 

(1）有形固定資産 

同左 

(ロ)重要な減価償却資産の減

価償却方法 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

当社及び連結子会社は

定額法 

ただし、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における見込

利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用

しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

当社及び連結子会社は

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

  (ハ)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則の規定に基

づき３年間で償却してお

ります。 

(ハ)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

(ハ)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (ニ)重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

当社及び連結子会社

は、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。 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(ニ)重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 （会計処理の変更） 

従来、貸倒引当金につい

て、営業債権と営業外債

権の分類ごとに計算され

た一般債権についての貸

倒引当金の繰入額及び戻

入益の相殺額と貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ての貸倒引当金の繰入額

及び戻入益をそれぞれ

別々に区分計上しており

ましたが、当期より、営

業債権と営業外債権の分

類ごとに計算された貸倒

引当金についてはそれぞ

れの分類で繰入額と戻入

益を相殺し、販売費、営

業外費用又は特別利益の

区分に計上する方法に変

更しております。 

この変更は、グループ事

業再編に伴う子会社等へ

の資金政策が、債務保証

から直接貸付へ変更した

ことに伴い、貸付金に対

する貸倒引当金の繰入

額、返済に伴う戻入益が

増加することが予想され

ることから、相殺して計

上することにより各損益

区分をより明瞭にするた

めのものであります。  

この変更による営業利

益、経常利益への影響は

軽微であり、税金等調整

前中間純利益に対する影

響はありません。 

     ──── 

  

  

（会計処理の変更） 

従来、貸倒引当金につい

て、営業債権と営業外債

権の分類ごとに計算され

た一般債権についての貸

倒引当金の繰入額及び戻

入益の相殺額と貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ての貸倒引当金の繰入額

及び戻入益をそれぞれ

別々に区分計上しており

ましたが、当連結会計年

度より、営業債権と営業

外債権の分類ごとに計算

された貸倒引当金につい

てはそれぞれの分類で繰

入額と戻入益を相殺し、

販売費、営業外費用又は

特別利益の区分に計上す

る方法に変更しておりま

す。 

この変更は、グループ事

業再編に伴う子会社等へ

の資金政策が、債務保証

から直接貸付へ変更した

ことに伴い、貸付金に対

する貸倒引当金の繰入

額、返済に伴う戻入益が

増加することが予想され

ることから、相殺して計

上することにより各損益

区分をより明瞭にするた

めのものであります。 

この変更により営業利益 

が27百万円、経常利益が

96百万円増加しましたが 

、税金等調整前当期純利

益に対する影響はありま

せん。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

当社及び連結子会社

は、主として従業員の

賞与の支出に備えるた

め、支給期間に対応す

る見積額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

当社及び連結子会社

は、主として従業員の

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、当中間連結

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

会計基準変更時差異に

ついては、主として５

年による按分額を費用

処理しております。 

過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５

年）による按分額を費

用処理しておりま

す。  

数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）

による按分額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年

度より費用処理してお

ります。  

(3）退職給付引当金 

  当社及び連結子会社

は、主として従業員の

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、当中間連結

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

  過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５

年）による按分額を費

用処理しております。 

  数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）

による按分額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年

度より費用処理してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

当社及び連結子会社

は、主として従業員の

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。 

会計基準変更時差異に

ついては、主として５

年による按分額を費用

処理しております。 

過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５

年）による按分額を費

用処理しておりま

す。  

数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）

による按分額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年

度より費用処理してお

ります。  

  (4）役員退職引当金 

当社及び連結子会社の

一部は、役員の退職金

の支出に備えるため、

役員退職慰労金支給規

定に基づく中間期末要

支給額を計上しており

ます。 

(4）役員退職引当金 

同左 

(4）役員退職引当金 

当社及び連結子会社の

一部は、役員の退職金

の支出に備えるため、

役員退職慰労金支給規

定に基づく期末要支給

額を計上しておりま

す。 

  (5）債務保証損失引当金 

当社及び連結子会社

は、債務保証による損

失に備えるため、被保

証先の財務内容を勘案

して、所要額を見積り

計上しております。 

(5）債務保証損失引当金 

同左 

(5）債務保証損失引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (ホ)重要なリース取引の処理

方法 

当社及び連結子会社は、

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。 

(ホ)重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処理

方法 

同左 

  (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

す金利スワップについ

ては、特例処理を採用

しております。 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

     同左 

(ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

…デリバティブ取引

（金利スワップ取

引） 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

  同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

…長期借入金 

ヘッジ対象 

  同左 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

当社及び連結子会社

は、固定金利を市場の

実勢金利に合わせて変

動化する場合や将来の

金利上昇リスクをヘッ

ジするために変動金利

を固定化する目的で

「金利スワップ取引」

を行い、投機目的のデ

リバティブ取引は行っ

ておりません。 

(3）ヘッジ方針 

      同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ開始時点から有

効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対

象の相場変動又はキャ

ッシュ・フローの変動

の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計

とを比較し、ヘッジの

有効性を評価しており

ます。 

ただし、金利スワップ

取引については特例処

理の要件を満たす取引

のみを行っているた

め、有効性評価を省略

しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (5）その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

わるもの 

取締役会で承認を受け

た資金調達計画に対し

て、定められたポジシ

ョンの範囲内で経理部

が金利スワップ契約の

締結を行っており、取

引結果については、逐

次担当取締役へ報告し

ております。 

(5）その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

わるもの 

      同左 

(5）その他リスク管理方法

のうちヘッジ会計に係

わるもの 

同左 

  (ト)その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(ト)その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ト)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 

同左 

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（連結キャ

ッシュ・フロー

計算書）におけ

る資金の範囲 

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ヵ月以内に償

還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

           同左 同左 



中間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  

表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これにより税金等調整前中間純利益

が4,530百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき減損損失累計額の科目をもって

表示しております。 

       ──── 

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

これにより税金等調整前当期純利益

が4,622百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき 

減損損失累計額の科目をもって表示

しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

         

          ──── 

（中間連結貸借対照表）           

前中間連結会計期間末より減損損失累計額を中間連結財

務諸表規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示

しておりましたが、当中間連結会計期間末より該当する

固定資産の金額から直接控除しております。  

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において営業外費用の「雑損失」に

含めて表示しておりました「賃貸契約解約違約金」（前

中間連結会計期間17百万円）については、営業外費用の

100分の10超となったため、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。 

         

           ──── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 担保に供している資産と、これに対す

る債務は次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産と、これに対す

る債務は次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産と、これに対す

る債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産 
担保権設定の原因と
なっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円) 

担保権
の種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円) 

現金預
金 

1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

1,054 

有価証
券 

247 供託 
商品券発行
残高 

102 

合計 1,747   合計 1,157 

担保に供している資産 
担保権設定の原因
となっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円) 

担保
権の
種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円)

現金預
金 

    1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

  1,075 

投資有
価証券 

    250 供託 
商品券発行
残高 

106 

合計 1,750   合計 1,181 

担保に供している資産 
担保権設定の原因と
なっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円)

担保権
の種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円)

現金預
金 

1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

1,020 

投資有
価証券 

248 供託 
商品券発行
残高 

127 

合計 1,748   合計 1,148 

 ２ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関から

の借入金に対して債務保証を行ってお

ります。 

 ２ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関から

の借入金に対して債務保証を行ってお

ります。 

 ２ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関から

の借入金に対して債務保証を行ってお

ります。 

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

㈱川口構建設計 33百万円

㈱ヤブインコーポレ

ーション 
21百万円

㈱太陽エンタープラ

イズ 
13百万円

その他    11件 52百万円

㈱川口構建設計   28百万円

㈱ヤブインコーポレ

ーション 
  4百万円

㈱太陽エンタープラ

イズ 
  2百万円

その他    4件   5百万円

㈱川口構建設計   31百万円

㈱ヤブインコーポレ

ーション 
  13百万円

㈱太陽エンタープラ

イズ 
  7百万円

その他    7件    20百万円

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

㈱茨城日商 315百万円

㈱サキノ 292百万円

サンドリーム㈱ 249百万円

その他    12件 1,349百万円

㈱茨城日商    260百万円

㈱サキノ    236百万円

サンドリーム㈱    211百万円

その他    11件    848百万円

㈱茨城日商    288百万円

㈱サキノ    264百万円

サンドリーム㈱    230百万円

その他    14件  1,185百万円

愛の店加盟店 

（事業者融資保証） 

愛の店加盟店 

（事業者融資保証） 

愛の店加盟店 

（事業者融資保証） 

㈱ダスキン誠実 18百万円

㈱ダスキン山梨 18百万円

㈱サッソン 17百万円

その他    29件 210百万円

㈱アベニュー   11百万円

㈱ダスキン山梨   9百万円

㈱ボーソー   8百万円

その他    12件    33百万円

㈱ダスキン山梨   13百万円

㈱アベニュー   12百万円

㈱ダスキン誠実   12百万円

その他    22件    103百万円

当社従業員 

(厚生貸付保証) 
167件 253百万円

合計  2,845百万円

当社従業員 

(厚生貸付保証)
146件   201百万円

合計   1,863百万円

当社従業員 

(厚生貸付保証) 
154件   226百万円

合計   2,409百万円

下記の会社の未来店舗家賃の債務保

証を行っております。 

下記の会社の未来店舗家賃の債務保

証を行っております。 

下記の会社の未来店舗家賃の債務保

証を行っております。 

シードレストラン

グループINC. 
136百万円

シードレストラン

グループINC. 
   77百万円

シードレストラン

グループINC. 
   102百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

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主要な費目と

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主要な費目と

金額は次のとおりであります。 

減価償却費 1,469百万円

貸倒引当金繰入額 2百万円

賞与引当金繰入額 2,619百万円

役員退職引当金繰入

額 
26百万円

退職給付費用 1,218百万円

給与手当 7,001百万円

販売手数料 5,766百万円

連結調整勘定の当期

償却額 
388百万円

減価償却費    1,404百万円

貸倒引当金繰入額  19百万円

賞与引当金繰入額    2,558百万円

役員退職引当金繰入

額 
63百万円

退職給付費用      899百万円

給与手当    7,284百万円

販売手数料    2,897百万円

連結調整勘定の当期

償却額 
   203百万円

減価償却費    3,021百万円

貸倒引当金繰入額    3百万円

賞与引当金繰入額    1,517百万円

役員退職引当金繰入

額 
  52百万円

退職給付費用    2,606百万円

給与手当   14,115百万円

販売手数料   10,041百万円

連結調整勘定の当期

償却額 
589百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 4百万円

その他 8百万円

合計 13百万円

建物及び構築物  0百万円

その他  0百万円

合計   0百万円

建物及び構築物   5百万円

機械装置及び運搬具  9百万円

その他   9百万円

合計   24百万円

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 29百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 4百万円

その他 30百万円

合計 65百万円

機械装置及び運搬具  4百万円

合計   4百万円

建物及び構築物   33百万円

機械装置及び運搬具  0百万円

土地   5百万円

その他    31百万円

合計    70百万円

※４ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおり

であります。 

※４ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおり

であります。 

建物及び構築物 55百万円

機械装置及び運搬具 27百万円

その他 125百万円

合計 207百万円

建物及び構築物   44百万円

機械装置及び運搬具   28百万円

その他    32百万円

合計    105百万円

建物及び構築物    290百万円

機械装置及び運搬具    155百万円

その他    376百万円

合計    822百万円

──── ──── ※５ 特別損失の「その他」の内訳は、次の

とおりであります。 

  商品販売中止に伴う

費用 
   133百万円

災害関連費用    86百万円

投資有価証券評価損   43百万円

その他    350百万円

合計      614百万円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※６ 減損損失         ─────  ※６ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、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。 

当社グループは、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生み出

す単位として、事業所ごとに資産をグ

ループ化しております。 

土地の時価が50％以上程度下落又は当

該事業所の採算が悪化しており、将来

獲得するであろうキャッシュ・フロー

で資産の帳簿価額を回収できないと判

断された各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（2,643百万円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、賃

貸不動産が土地1,179百万円、建物及び

構築物761百万円で、事業用資産が土地

571百万円、建物及び構築物129百万

円、その他０百万円であります。 

なお、各資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを加重平均資本コ

スト（5.62％）で割り引いて算定して

おります。 

資産の稼働率が低く、将来獲得するで

あろうキャッシュ・フローで資産の帳

簿価額を回収できないと判断したた

め、当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（1,425百万円）として特別損失

に計上しました。 

その内訳は、土地776百万円、建物及び

構築物649百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却額により測定しており、不

動産鑑定評価に準ずる方法により評価

しております。 

用途 種類 場所 

賃貸不動産 

土地、建物及

び構築物、そ

の他 

千葉県市川

市、八千代

市、埼玉県さ

いたま市 

事業用資産 

土地、建物及

び構築物、そ

の他 

東京都目黒

区、兵庫県神

戸市、伊丹

市、大阪府吹

田市、千葉県

習志野市 

用途 種類 場所 

研修施設 

土地、建物及

び構築物、そ

の他 

東京都港区 

         

  

  

  

  

  

  

 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。 

当社グループは、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生み出

す単位として、事業所ごとに資産をグ

ループ化しております。 

土地の時価が50％以上程度下落又は当

該事業所の採算が悪化しており、将来

獲得するであろうキャッシュ・フロー

で資産の帳簿価額を回収できないと判

断された各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（2,643百万円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、賃

貸不動産が土地1,179百万円、建物及び

構築物761百万円で、事業用資産が土地

571百万円、建物及び構築物129百万

円、その他０百万円であります。 

なお、各資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを加重平均資本コ

スト（5.62％）で割り引いて算定して

おります。 

資産の稼働率が低く、将来獲得するで

あろうキャッシュ・フローで資産の帳

簿価額を回収できないと判断したた

め、当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（1,425百万円）として特別損失

に計上しました。 

その内訳は、土地776百万円、建物及び

構築物649百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却額により測定しており、不

動産鑑定評価に準ずる方法により評価

しております。 

用途 種類 場所 

賃貸不動産 
土地、建物及

び構築物 

千葉県市川

市、八千代

市、埼玉県さ

いたま市 

事業用資産 

土地、建物及

び構築物、そ

の他 

東京都目黒

区、兵庫県神

戸市、伊丹

市、大阪府吹

田市、千葉県

習志野市 

用途 種類 場所 

研修施設 
土地、建物及

び構築物 
東京都港区 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 この他にも、事業の撤収や店舗の撤

退等が見込まれている資産につき減損

損失（460百万円）を計上しておりま

す。 

その内訳は土地84百万円、建物及び構

築物371百万円、その他４百万円であ

ります。 

  

  

 この他にも、事業の撤収や店舗の撤

退等が見込まれている資産につき減損

損失（552百万円）を計上しておりま

す。 

その内訳は土地84百万円、建物及び構

築物462百万円、機械装置及び運搬具

０百万円、その他３百万円でありま

す。 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

次へ  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

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 

現金及び預金勘定 58,384百万円

有価証券 495百万円

計 58,879百万円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△7,073百万円

償還期間が３ヵ月を超え

る有価証券 

△495百万円

現金及び現金同等物 51,310百万円

現金及び預金勘定     45,290百万円

有価証券   0百万円

計     45,291百万円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△13,091百万円

償還期間が３ヵ月を超え

る有価証券  
△0百万円

現金及び現金同等物     32,198百万円

現金及び預金勘定     43,912百万円

有価証券    497百万円

計     44,410百万円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△7,087百万円

償還期間が３ヵ月を超え

る有価証券 
△497百万円

現金及び現金同等物     36,824百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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

に係る注記 

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

に係る注記 

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

に係る注記 

（借手側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

（借手側） 

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

び中間期末残高相当額 

（借手側） 

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 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

443 284 159 

その他 
（工具器具
及び備品） 

4,107 2,048 2,059 

無形固定資
産（ソフト
ウエア） 

― ― ― 

合計 4,550 2,332 2,218 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

306 165 141

その他 
（工具器具
及び備品） 

3,376 2,228 1,148

 無形固定資
産（ソフト
ウエア) 

14 4 9

合計 3,697 2,398 1,299

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

501 316 185

その他 
（工具器具
及び備品） 

3,751 2,149 1,602

無形固定資
産(ソフトウ
エア) 

7 3 4

合計 4,261 2,469 1,791

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,647百万円

１年超 2,369百万円

計 4,016百万円

１年以内   1,201百万円

１年超      1,188百万円

計      2,389百万円

１年以内     1,432百万円

１年超     1,684百万円

計     3,116百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 576百万円

減価償却費相当額 545百万円

支払利息相当額 30百万円

支払リース料    461百万円

減価償却費相当額    435百万円

支払利息相当額   19百万円

支払リース料      1,075百万円

減価償却費相当額      1,017百万円

支払利息相当額   54百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

         ──── 

  

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  

        ──── 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（貸手側） 

１ 固定資産に含まれているリース物件の取

得価額、減価償却累計額及び中間期末残

高 

（貸手側） 

１ リース物件の取得価額、減価償却累計

額、減損損失累計額及び中間期末残高 

（貸手側） 

１ リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び期末残高 

  
取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

中間期
末残高 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

4,154 2,051 2,102 

その他 
（工具器具
及び備品） 

346 121 225 

合計 4,500 2,172 2,328 

  
取得価
額 
(百万円)

減価償
却累計
額 
(百万円)

中間期
末残高 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

4,334 2,161 2,172

その他 
（工具器具
及び備品） 

1,095 217 877

合計 5,430 2,379 3,050

取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

期末残
高 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

4,192 2,033 2,158

その他 
（工具器具
及び備品） 

728 145 583

合計 4,921 2,179 2,742

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,616百万円

１年超 2,834百万円

計 4,451百万円

１年以内      1,675百万円

１年超      2,951百万円

計      4,627百万円

１年以内      1,626百万円

１年超      2,862百万円

計      4,488百万円

３ 受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額 

３ 受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額 

３ 受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額 

受取リース料 558百万円

減価償却費 495百万円

受取利息相当額 64百万円

受取リース料    725百万円

減価償却費    638百万円

受取利息相当額   96百万円

受取リース料    1,169百万円

減価償却費    1,030百万円

受取利息相当額    144百万円

４ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっておりま

す。 

４ 利息相当額の算定方法 

同左 

４ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 未経過リース料中間期末残高相当額に

は、転貸リース取引に係る貸手側の未経

過リース料中間期末残高相当額が含まれ

ております。なお、当該転貸リース取引

は、概ね同一の条件で第三者にリースし

ているので、ほぼ同額の残高が上記の借

手側の未経過リース料中間期末残高相当

額に含まれております。 

５        同左 ５ 未経過リース料期末残高相当額には、転

貸リース取引に係る貸手側の未経過リー

ス料期末残高相当額が含まれておりま

す。なお、当該転貸リース取引は、概ね

同一の条件で第三者にリースしているの

で、ほぼ同額の残高が上記の借手側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれて

おります。 

        ────  （減損損失について） 

リース用資産に配分された減損損失はあ

りません。 

        ──── 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券（上記１(1)を除く） 

区分  
前中間連結会計期間  
（平成16年９月30日）  

(1）満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債・地方債等 495 499 4 

計 495 499 4 

(2）その他有価証券 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計

上額（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式 5,095 6,106 1,011 

② その他 500 497 △2 

計 5,595 6,604 1,009 

主な内容 
前中間連結会計期間 
（平成16年９月30日） 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

マネー・マネジメント・ファンド 0 

優先出資証券 1 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 903 



（当中間連結会計期間） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券（上記１(1)を除く） 

区分 
当中間連結会計期間  
（平成17年９月30日）  

(1）満期保有目的の債券 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債・地方債等 500 498 △1 

計 500 498 △1 

(2）その他有価証券 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計

上額（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式 5,041 6,149 1,107 

② 債券 20,297 19,659 △638 

計 25,339 25,808 468 

主な内容 
当中間連結会計期間 
（平成17年９月30日） 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

優先出資証券 1 

非上場株式 870 



（前連結会計年度） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない主な有価証券（上記１(1)を除く） 

区分 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

(1）満期保有目的の債券 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

国債・地方債等 998 1,002 3 

計 998 1,002 3 

(2）その他有価証券 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式 5,512 6,496 983 

② 債券 16,668 16,167 △500 

③ その他 0 0 0 

計 22,181 22,664 482 

主な内容 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額（百万円） 

マネー・マネジメント・ファンド 0 

優先出資証券 1 

非上場株式 397 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

（注）１ 時価の算定方法 

通貨スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格により算定しています。 

２ 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引（金利部分のみの通貨スワップ）であります。 

３ 通貨スワップ取引契約における想定元本額は、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。 

４ 金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨スワップ取引 

3,189 △95 △95  受取固定（米ドル）・ 

 支払固定（円） 

合計 3,189 △95 △95 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

（注）１ 時価の算定方法 

通貨スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格により算定しています。 

２ 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引（金利部分のみの通貨スワップ）であります。 

３ 通貨スワップ取引契約における想定元本額は、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。 

４ 金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

（注）１ 時価の算定方法 

通貨スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格により算定しています。 

２ 通貨スワップ取引は、クーポンスワップ取引（金利部分のみの通貨スワップ）であります。 

３ 通貨スワップ取引契約における想定元本額は、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。 

４ 金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨スワップ取引 

3,189 △77 △77  受取固定（米ドル）・ 

 支払固定（円） 

合計 3,189 △77 △77 

種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨スワップ取引 

3,189 △142 △142  受取固定（米ドル）・ 

 支払固定（円） 

合計 3,189 △142 △142 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1）愛の店関連事業…………清掃用資器材の賃貸、日用品の販売、キャビネットタオルの賃貸、トイレタリー

商品の販売、産業用ウエスの賃貸、浄水器、空気清浄機の賃貸、絵画の賃貸等 

(2）フードサービス事業……ドーナツ・オーブン商品・飲茶並びにドリンクの販売、レストラン事業等 

(3）ケアサービス事業………ハウスクリーニング、家事代行サービス、害虫駆除・予防サービス、樹木・芝生

サービス、工場・事務所施設管理、介助サービス等 

(4）その他事業………………旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・電気通信機器、健康・介護用品の賃貸並

びに販売、ユニフォームの賃貸、事務用機器及び車輌のリース等 

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 3,692百万円であり、その主なも

のは、当社本社の経営管理本部等管理部門に係る費用であります。 

  
愛の店関
連事業 
（百万円） 

フードサ
ービス事
業 
（百万円）

ケアサー
ビス事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
55,861 28,502 9,292 9,146 102,802 ― 102,802 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
93 0 18 3,678 3,790 (3,790) ― 

計 55,954 28,502 9,311 12,824 106,593 (3,790) 102,802 

営業費用 46,527 26,961 9,458 13,209 96,156 (113) 96,042 

営業利益又は営業損

失（△） 
9,427 1,541 △147 △384 10,436 (3,677) 6,759 



当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1）愛の店関連事業…………清掃用資器材の賃貸、日用品の販売、キャビネットタオルの賃貸、トイレタリー

商品の販売、産業用ウエスの賃貸、浄水器、空気清浄機の賃貸等 

(2）フードサービス事業……ドーナツ・オーブン商品・飲茶並びに料理、飲食物の販売等 

(3）ケアサービス事業………ハウスクリーニングサービス、家事代行サービス、害虫駆除・予防サービス、樹

木・芝生サービス、工場・事務所施設管理、介助サービス、介護保険法による介

護サービス等 

(4）その他事業………………旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・電気通信機器、健康・介護用品の賃貸並

びに販売、ユニフォームの賃貸、事務用機器及び車輌のリース等 

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 4,145百万円であり、その主なも

のは、当社本社の経営管理本部等管理部門に係る費用であります。 

  
愛の店関
連事業 
（百万円） 

フードサ
ービス事
業 
（百万円）

ケアサー
ビス事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
54,458 26,148 9,638 4,804 95,049 － 95,049 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 0 26 1,783 1,810 (1,810) － 

 計 54,458 26,148 9,664 6,588 96,859 (1,810) 95,049 

営業費用 42,783 25,513 10,186 6,840 85,323 2,956 88,280 

営業利益又は営業損

失（△） 
11,675 634 △522 △252 11,535 (4,766) 6,769 



前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1）愛の店関連事業…………清掃用資器材の賃貸、日用品の販売、キャビネットタオルの賃貸、トイレタリー

商品の販売、産業用ウエスの賃貸、浄水器、空気清浄機の賃貸、絵画の賃貸等 

(2）フードサービス事業……ドーナツ・オーブン商品・飲茶並びに料理飲食物の販売 

(3）ケアサービス事業………ハウスクリーニング、家事代行サービス、害虫駆除・予防サービス、樹木・芝生

サービス、工場・事務所施設管理、介助サービス、介護保険法による介護サービ

ス等 

(4）その他事業………………旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・電気通信機器、健康・介護用品の賃貸並

びに販売、ユニフォームの賃貸、事務用機器及び車輌のリース等 

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8,354百万円であり、その主なもの

は、当社本社の経営管理本部等管理部門に係る費用であります。 

  
愛の店関
連事業 
（百万円） 

フードサ
ービス事
業 
（百万円）

ケアサー
ビス事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
110,445 57,170 18,337 14,704 200,658 － 200,658 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
39 0 36 4,620 4,697 (4,697) － 

計 110,485 57,171 18,374 19,325 205,356    (4,697) 200,658 

営業費用 93,464 55,118 19,029 20,373 187,985 3,529 191,515 

営業利益又は営業損

失（△） 
17,020 2,052 △654 △1,048 17,370 (8,227) 9,143 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
   至 平成16年９月30日)  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日  
  至 平成17年９月30日)  

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日  
  至 平成17年３月31日)  

１株当たり純資産額 9,411.40円

１株当たり中間純利益

金額 
155.01円

１株当たり純資産額 9,770.73円

１株当たり中間純利益

金額 
450.97円

１株当たり純資産額 9,360.82円

１株当たり当期純利益

金額 
112.94円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。 

同左 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。 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 1,510 4,821 1,270 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─   ─   94 

（うち利益処分による役員賞与金） （─）             （─） (94) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,510 4,821 1,176 

期中平均株式数（千株） 9,746 10,690 10,415 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                   

Ⅰ 流動資産                   

１ 現金及び預金 ※２ 46,953    39,487    35,668     

２ 受取手形   11    5    11     

３ 売掛金   9,208    9,388    9,256     

４ 有価証券 ※２ 495    ─     497     

５ たな卸資産   8,605    6,970    6,331     

６ 繰延税金資産   2,020    1,516    1,212     

７ その他   6,787    3,266    3,357     

貸倒引当金   △1,805    △379    △137     

流動資産合計     72,276 45.1   60,256 35.3   56,198 33.8 

Ⅱ 固定資産                   

１ 有形固定資産 ※１                 

(1）建物   17,839    17,403    17,685     

(2）土地   24,674    24,772    24,764     

(3）その他   5,738    4,716    4,989     

有形固定資産
合計 

  48,252   30.1 46,891   27.4 47,440   28.5 

２ 無形固定資産                   

(1）ソフトウェ
ア 

  2,928    2,285    2,873     

(2）その他   426    954    534     

無形固定資産
合計 

  3,355   2.1 3,240   1.9 3,407   2.1 

３ 投資その他の
資産 

                  

(1）投資有価証
券 

※２ 15,693    36,437    33,296     

(2）差入保証金   14,422    13,349    13,683     

(3）長期貸付金   12,664    6,946    7,184     

(4) 関係会社特
別清算債権 

        ─    5,073    5,073     

(5）繰延税金資
産 

  3,396    6,785    6,958     

(6）その他   533    600    507     

貸倒引当金   △10,172    △8,666    △7,527     

投資その他の
資産合計 

  36,537   22.7 60,526   35.4 59,175   35.6 

固定資産合計     88,145 54.9   110,658 64.7   110,024 66.2 

Ⅲ 繰延資産                   

  １ 社債発行費    47    15    30     

    繰延資産合計     47 0.0   15 0.0   30 0.0 

資産合計     160,469 100.0   170,929 100.0   166,253 100.0 

                    

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                   

Ⅰ 流動負債                   

１ 買掛金   7,125    7,763    7,523     

２ 短期借入金   4,725    9,025    6,225     

３ 未払金   4,922    5,602    7,300     

４ 未払法人税等   1,985    2,528    1,001     

５ レンタル品預
り保証金 

  12,710    12,491    12,858     

６ 預り金 ※４ 17,552    19,090    16,614     

７ 賞与引当金   2,677    2,585    1,370     

８ その他 ※５ 1,748    1,902    2,032     

流動負債合計     53,448 33.3   60,990 35.7   54,925 33.0 

Ⅱ 固定負債                   

１ 社債   4,000    4,000    4,000     

２ 長期借入金   14,675    8,950    12,562     

３ 退職給付引当
金 

  4,248    5,213    4,938     

４ 役員退職引当
金 

  73    151    95     

５ 債務保証損失
引当金 

  87    42    61     

６ その他   979    903    967     

固定負債合計     24,063 15.0   19,260 11.2   22,625 13.6 

負債合計     77,511 48.3   80,250 46.9   77,551 46.6 

                    

（資本の部）                   

Ⅰ 資本金     11,352 7.1   11,352 6.6   11,352 6.8 

Ⅱ 資本剰余金                   

１ 資本準備金   1,090    1,090    1,090     

２ その他資本剰
余金 

  1,642    1,642    1,642     

資本剰余金合
計 

    2,732 1.7   2,732 1.6   2,732 1.7 

Ⅲ 利益剰余金                   

１ 利益準備金   2,770    2,777    2,777     

２ 任意積立金   82,169    92,169    82,169     

３ 中間（当期）
未処分利益 

  6,927    4,974    12,982     

利益剰余金合
計 

    91,867 57.2   99,921 58.5   97,929 58.9 

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

    598 0.4   278 0.2   286 0.2 

Ⅴ 自己株式     △23,594 △14.7   △23,606 △13.8   △23,600 △14.2 

資本合計     82,957 51.7   90,678 53.1   88,701 53.4 

負債資本合計     160,469 100.0   170,929 100.0   166,253 100.0 

                    



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     90,124 100.0   84,020 100.0   176,441 100.0 

Ⅱ 売上原価     52,191 57.9   48,272 57.5   103,206 58.5 

売上総利益     37,932 42.1   35,747 42.5   73,235 41.5 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

    32,054 35.6   29,620 35.3   65,654 37.2 

営業利益     5,877 6.5   6,126 7.3   7,581 4.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,154 1.3   2,825 3.4   2,633 1.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２   742 0.8   932 1.1   2,609 1.5 

経常利益     6,289 7.0   8,020 9.5   7,605 4.3 

Ⅵ 特別利益 ※３   739 0.8   160 0.2   4,440 2.5 

Ⅶ 特別損失 ※4,6   5,509 6.1   2,237 2.7   6,964 3.9 

税引前中間
（当期）純利
益 

    1,520 1.7   5,942 7.1   5,081 2.9 

法人税、住民
税及び事業税 

  1,752     2,650     1,260     

過年度法人税
等 

  327     －     1,016     

法人税等調整
額 

  △691 1,388 1.6 △125 2,524 3.0 △3,230 △953 △0.5 

中間（当期）
純利益 

    131 0.1   3,417 4.1   6,034 3.4 

前期繰越利益     1,326     1,556     1,326   

合併受入未処
分利益 

    5,537     －     5,689   

合併受入未処
理損失 

    68     －     68   

中間（当期）
未処分利益 

    6,927     4,974     12,982   

                      



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

① 満期保有目的の債券 

同左 

  ② 子会社株式及び関連会

社株式 

…移動平均法による原価

法 

② 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

② 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  ③ その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定） 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

③ 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

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

  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 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

……移動平均法による

原価法 

(2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

     同左 

(2）たな卸資産 

食品原材料・貯蔵品 

 同左 

  製品・仕掛品・商品及び

食品以外の原材料 

……移動平均法による

低価法 

製品・仕掛品・商品及び

食品以外の原材料 

同左 

製品・仕掛品・商品及び

食品以外の原材料 

同左 

  なお、商品・製品に含ま

れるレンタル品について

は、レンタル開始時に費

用処理しております。 

       同左 同左 

  （会計処理の変更） 

従来、食品原材料・貯蔵

品の評価方法は最終仕入

原価法によっておりまし

たが、当中間会計期間よ

り移動平均法による原価

法に変更しております。 

この変更は、決算早期化

に対応するためコンピュ

ータシステムの見直しを

行った結果、移動平均法

による払出額の算定が可

能となり、たな卸資産の

評価の適正化かつ迅速化

が行えるようになったこ

とから、月次損益管理の

一層の充実を図ると共

に、より適正な期間損益

計算を実現するために行

ったものです。 

この変更による影響は軽

微であります。 

    ──── 

  

  

（会計処理の変更） 

従来、食品原材料・貯蔵

品の評価方法は最終仕入

原価法によっておりまし

たが、当事業年度より移

動平均法による原価法に

変更しております。 

この変更は、決算早期化

に対応するためコンピュ

ータシステムの見直しを

行った結果、移動平均法

による払出額の算定が可

能となり、たな卸資産の

評価の適正化かつ迅速化

が行えるようになったこ

とから、月次損益管理の

一層の充実を図ると共

に、より適正な期間損益

計算を実現するために行

ったものです。 

この変更による影響は軽

微であります。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

       （追加情報） 

マットやモップの未加工

品を前事業年度まで仕掛

品勘定にて表示しており

ましたが、有償支給廃止

に伴い当事業年度より原

材料勘定にて表示してお

ります。 

なお当事業年度の原材料

勘定に含めた未加工品は

806百万円であります。 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1）有形固定資産 

定額法 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理

方法 

  社債発行費 

商法施行規則の規定に基づ

き３年間で償却しておりま

す。 

  社債発行費 

同左 

  社債発行費 

同左 

４ 引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 （会計処理の変更） 

従来、貸倒引当金につい

て、営業債権と営業外債

権の分類ごとに計算され

た一般債権についての貸

倒引当金の繰入額及び戻

入益の相殺額と貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ての貸倒引当金の繰入額

及び戻入益をそれぞれ

別々に区分計上しており

ましたが、当期より、営

業債権と営業外債権の分

類ごとに計算された貸倒

引当金についてはそれぞ

れの分類で繰入額と戻入

益を相殺し、販売費、営

業外費用又は特別利益の

区分に計上する方法に変

更しております。 

    ──── 

  

（会計処理の変更） 

従来、貸倒引当金につい

て、営業債権と営業外債

権の分類ごとに計算され

た一般債権についての貸

倒引当金の繰入額及び戻

入益の相殺額と貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ての貸倒引当金の繰入額

及び戻入益をそれぞれ 

別々に区分計上しており

ましたが、当事業年度よ

り、営業債権と営業外債

権の分類ごとに計算され

た貸倒引当金については

それぞれの分類で繰入額

と戻入益を相殺し、販売

費、営業外費用又は特別

利益の区分に計上する方

法に変更しております。 

 この変更は、当社事業再

編に伴う子会社等への資

金政策が、債務保証から

直接貸付へ変更したこと

に伴い、貸付金に対する

貸倒引当金の繰入額、返

済に伴う戻入益が増加す

ることが予想されること

から、相殺して計上する

ことにより各損益区分を

より明瞭にするためのも

のであります。 

この変更による営業利

益、経常利益への影響は

軽微であり、税引前中間

純利益に対する影響はあ

りません。 

   

  

この変更は、当社事業再

編に伴う子会社等への資

金政策が、債務保証から

直接貸付へ変更したこと

に伴い、貸付金に対する

貸倒引当金の繰入額、返

済に伴う戻入益が増加す

ることが予想されること

から、相殺して計上する

ことにより各損益区分を

より明瞭にするためのも

のであります。 

この変更により営業利益

が27百万円、経常利益が

114百万円増加しました

が、税引前当期純利益に

対する影響はありませ

ん。 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備

えるため、支給期間に対

応する見積額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）債務保証損失引当金 

債務保証による損失に備

えるため、被保証先の財

務内容を勘案して、所要

額を見積り計上しており

ます。 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (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、当中間会計期間末に

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。 

会計基準変更時差異につ

いては、５年による按分

額を費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）に

よる按分額を費用処理し

ております。  

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定

額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理し

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、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、当中間会計期間末に

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。 

過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）に

よる按分額を費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定

額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理し

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、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。 

会計基準変更時差異につ

いては、５年による按分

額を費用処理しておりま

す。  

過去勤務債務について

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）に

よる按分額を費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定

額法により、それぞれ発

生の翌期から費用処理し

ております。  

  (5）役員退職引当金 

役員の退職金の支出に備

えるため、役員退職慰労

金支給規定に基づく中間

期末要支給額を計上して

おります。 

(5）役員退職引当金 

同左 

(5）役員退職引当金 

役員の退職金の支出に備

えるため、役員退職慰労

金支給規定に基づき必要

な額を計上しておりま

す。 

５ 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 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

６ ヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす

金利スワップについて

は、特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

        同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

……デリバティブ取引

（金利スワップ取

引） 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

   同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

……長期借入金 

ヘッジ対象 

   同左 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

当社は、固定金利を市場

の実勢金利に合わせて変

動化する場合や将来の金

利上昇リスクをヘッジす

るために変動金利を固定

化する目的で「金利スワ

ップ取引」を行ってお

り、投機目的のデリバテ

ィブ取引は行っておりま

せん。 

(3）ヘッジ方針 

        同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時点から有効

性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動又はキャッシュ・

フローの変動の累計とヘ

ッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動

の累計とを比較し、ヘッ

ジの有効性を評価してお

ります。 

ただし、金利スワップ取

引については特例処理の

要件を満たす取引のみを

行っているため、有効性

評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (5）その他リスク管理方法の

うち会計に係わるもの 

取締役会で承認を受けた

資金調達計画に対して、

定められたポジションの

範囲内で経理部が金利ス

ワップ契約の締結を行っ

ており、取引結果につい

ては、逐次担当取締役へ

報告しております。 

(5）その他リスク管理方法の

うち会計に係わるもの 

        同左 

(5）その他リスク管理方法の

うち会計に係わるもの 

同左 

７ その他中間財務

諸表（財務諸

表）作成のため

の基本となる重

要事項 

消費税等の会計処理について 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用

しております。 

消費税等の会計処理について 

同左 

消費税等の会計処理について 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日)）及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

これにより税引前中間純利益が 

4,529百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

       ──── 

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月

９日)）及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 

これにより税引前当期純利益が 

 4,529百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき減

損損失累計額の科目をもって表示し

ております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「預り金」（前中間会計期間967百万

円）については、資産総額の100分の５超となったため、

当中間会計期間より区分掲記しております。 

           ──── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

31,782百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      28,474百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      27,806百万円 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権設定の原因と
なっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円) 

担保権
の種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円) 

現金預
金 

1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

1,054 

有価証
券 

247 供託 
商品券発行
残高 

102 

合計 1,747   合計 1,157 

担保に供している資産 
担保権設定の原因
となっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円) 

担保
権の
種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円)

現金預
金 

    1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

   1,075 

投資有
価証券 

250 供託 
商品券発行
残高 

106 

合計 1,750   合計 1,181 

担保に供している資産 
担保権設定の原因と
なっている債務 

種類 
期末 
簿価 

(百万円)

担保
権の
種類 

内容 
期末 
残高 

(百万円) 

現金預
金 

1,500 質権 

シードレス
トラングル
ープINC.の
借入金 

    1,020 

投資有
価証券 

 248 供託 
商品券発行
残高 

127 

合計 1,748   合計 1,148 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 銀行借入に対する保証債務 

㈱エバーフレッシュ 

函館 
400百万円

㈱ダスキン 

愛媛工場 
291百万円

㈱ダスキンプロダクト 

西関東 
161百万円

㈱ダスキンプロダクト 

北海道 
123百万円

㈱ダスキン 

道北工場 
154百万円

㈱ダスキン 

神奈川工場 
126百万円

㈱ダスキンプロダクト  

中四国 
13百万円

㈱エバーフレッシュ 

函館  
  859百万円

㈱ダスキンプロダクト 

中四国 
  224百万円

㈱ダスキンプロダクト 

北海道 
  207百万円

㈱ダスキンプロダクト 

東海 
  205百万円

㈱ダスキンプロダクト  

九州  
 180百万円

㈱ダスキンプロダクト 

西関東 
  137百万円

㈱ダスキンプロダクト 

東関東 
   75百万円

㈱エバーフレッシュ 

函館 
  906百万円

㈱ダスキンプロダクト 

中四国 
  258百万円

㈱ダスキンプロダクト 

東海 
  228百万円

㈱ダスキンプロダクト 

北海道 
  227百万円

㈱ダスキンプロダクト 

西関東 
  212百万円

㈱ダスキンプロダクト 

九州 
  180百万円

㈱ダスキンプロダクト  

東関東  
92百万円

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

ミスタードーナツ加盟店 

（事業者融資保証） 

㈱川口構建設計  33百万円

㈱ヤブインコーポ

レーション 
 21百万円

㈱太陽エンタープ

ライズ 
 13百万円

その他 11件 52百万円

㈱川口構建設計    28百万円

㈱ヤブインコーポ

レーション 
   4百万円

㈱太陽エンタープ

ライズ 
   2百万円

その他 4件   5百万円

㈱川口構建設計    31百万円

㈱ヤブインコーポ

レーション 
   13百万円

㈱太陽エンタープ

ライズ 

   7百万円

その他 7件   20百万円

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

協力工場 

（協栄工場融資保証） 

㈱茨城日商  315百万円

㈱サキノ  292百万円

サンドリーム㈱  249百万円

その他 12件1,349百万円

㈱茨城日商    260百万円

㈱サキノ    236百万円

サンドリーム㈱    211百万円

その他 11件  848百万円

㈱茨城日商    288百万円

㈱サキノ    264百万円

サンドリーム㈱    230百万円

その他 14件1,185百万円

 



前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

愛の店加盟店 愛の店加盟店 愛の店加盟店 

（事業者融資保証）  

㈱サッソン  17百万円

㈱ダスキン誠実  18百万円

㈱ダスキン山梨  18百万円

その他 29件 210百万円

当社従業員 167件 253百万円

（厚生貸付保証） 

合計  4,115百万円

（事業者融資保証）  

㈱アベニュー    11百万円

㈱ダスキン山梨    9百万円

㈱ボーソー    8百万円

その他 12件   33百万円

当社従業員 146件  201百万円

（厚生貸付保証）                  

合計  3,752百万円

（事業者融資保証）  

㈱ダスキン山梨     13百万円

㈱アベニュー    12百万円

㈱ダスキン誠実    12百万円

その他 22件  103百万円

当社従業員 154件  226百万円

（厚生貸付保証） 

合計  4,516百万円

下記の会社の未来店舗家賃の債務保証

を行っております。 

下記の会社の未来店舗家賃の債務保証

を行っております。 

下記の会社の未来店舗家賃の債務保証

を行っております。 

シードレストラン

グループ INC. 

136百万円

 

シードレストラン

グループ INC. 

   77百万円

 

シードレストラン

グループ INC. 

   102百万円

 

※４ 流動負債「預り金」には関係会社から

の預り金16,637百万円が含まれており

ます。 

この預り金は、当社グループの資金を

集中して運用し資金効率の向上を図る

ため、関係会社が当社に対して預入れ

た運用資金等であります。 

※４ 流動負債「預り金」には関係会社から

の預り金17,975百万円が含まれており

ます。 

この預り金は、当社グループの資金を

集中して運用し資金効率の向上を図る

ため、関係会社が当社に対して預入れ

た運用資金等であります。 

※４ 流動負債「預り金」には関係会社から

の預り金15,404百万円が含まれており

ます。 

この預り金は、当社グループの資金を

集中して運用し資金効率の向上を図る

ため、関係会社が当社に対して預入れ

た運用資金等であります。 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左  

※５ 消費税等の取扱い 

──── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 158百万円

受取配当金 113百万円

設備等賃貸収入 453百万円

紹介等手数料収入 78百万円

受取利息    194百万円

受取配当金    1,380百万円

設備等賃貸収入   759百万円

紹介等手数料収入 69百万円

受取利息    316百万円

受取配当金   141百万円

設備等賃貸収入    1,134百万円

紹介等手数料収入    140百万円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 140百万円

設備等賃貸費用 134百万円

たな卸資産廃棄及び

評価損 

234百万円

賃貸契約解約違約金 135百万円

支払利息    143百万円

設備等賃貸費用    178百万円

たな卸資産廃棄及び

評価損 

   352百万円

貸倒引当金繰入額    174百万円

支払利息    285百万円

設備等賃貸費用    413百万円

賃貸契約解約違約金    199百万円

たな卸資産廃棄及び

評価損 

   1,440百万円

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

営業譲渡益 313百万円

貸倒引当金戻入益 249百万円

債務保証損失引当金

戻入益 
   19百万円

関係会社清算益    123百万円

貸倒引当金戻入益    3,187百万円

営業譲渡益      313百万円

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 4,529百万円

固定資産廃棄損 186百万円

関係会社株式評価損 120百万円

投資有価証券評価損 215百万円

退職給付費用 241百万円

固定資産売却損      4百万円

固定資産廃棄損    74百万円

貸倒引当金繰入額     2,000百万円

関係会社株式評価

損  

   99百万円

減損損失    4,529百万円

関係会社株式評価損    120百万円

固定資産廃棄損    722百万円

退職給付費用    483百万円

希望退職関連費用  490百万円

固定資産売却損    14百万円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,228百万円

無形固定資産 781百万円

有形固定資産    1,058百万円

無形固定資産    642百万円

有形固定資産    2,323百万円

無形固定資産    1,476百万円

※６ 減損損失           ※６ 減損損失 

当中間会計期間において、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。 

当社は、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す単位と

して、事業所ごとに資産をグループ化

しております。 

土地の時価が50％以上程度下落又は当

該事業所の採算が悪化しており、将来

獲得するであろうキャッシュ・フロー

で資産の帳簿価額を回収できないと判

断された各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（2,643百万円）として特

別損失に計上しました。 

用途 種類 場所 

賃貸不動産 
土地、建物、

その他 

千葉県市川

市、八千代

市、埼玉県さ

いたま市 

事業用資産 
土地、建物、

その他 

東京都目黒

区、兵庫県神

戸市、伊丹

市、大阪府吹

田市、千葉県

習志野市 

          ──── 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。 

当社は、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す単位と

して、事業所ごとに資産をグループ化

しております。 

土地の時価が50％以上程度下落又は当

該事業所の採算が悪化しており、将来

獲得するであろうキャッシュ・フロー

で資産の帳簿価額を回収できないと判

断された各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（2,643百万円）として特

別損失に計上しました。 

用途 種類 場所 

賃貸不動産 
土地、建物、

構築物 

千葉県市川

市、八千代

市、埼玉県さ

いたま市 

事業用資産 

土地、建物、

構築物、長期

前払費用 

東京都目黒

区、兵庫県神

戸市、伊丹

市、大阪府吹

田市、千葉県

習志野市 

 



前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

その内訳は、賃貸不動産が土地1,179百

万円、建物752百万円、その他９百万円

で、事業用資産が土地571百万円、建物

128百万円、その他１百万円でありま

す。 

なお、各資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを加重平均資本コ

スト(5.62％)で割り引いて算定してお

ります。 

資産の稼働率が低く、将来獲得するで

あろうキャッシュ・フローで資産の帳

簿価額を回収できないと判断したた

め、当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(1,425百万円)として特別損失に

計上しました。 

その内訳は、土地776百万円、建物641

百万円、その他８百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却額により測定しており、不

動産鑑定評価に準ずる方法により評価

しております。 

この他にも、事業の撤収や店舗の撤退

等が見込まれている資産につき減損損

失(460百万円)を計上しております。 

その内訳は土地84百万円、建物356百万

円、その他19百万円であります。 

用途 種類 場所 

研修施設 
土地、建物、

その他 
東京都港区 

      

  

  

  

  

  

  

その内訳は、賃貸不動産が土地1,179百

万円、建物752百万円、構築物９百万円

で、事業用資産が土地571百万円、建物

128百万円、構築物０百万円、長期前払

費用０百万円であります。 

なお、各資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを加重平均資本コ

スト(5.62％)で割り引いて算定してお

ります。 

資産の稼働率が低く、将来獲得するで

あろうキャッシュ・フローで資産の帳

簿価額を回収できないと判断したた

め、当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(1,425百万円)として特別損失に

計上しました。 

その内訳は、土地776百万円、建物641

百万円、構築物８百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却額により測定しており、不

動産鑑定評価に準ずる方法により評価

しております。 

この他にも、事業の撤収や店舗の撤退

等が見込まれている資産につき減損損

失(460百万円)を計上しております。 

その内訳は土地84百万円、建物356百万

円、構築物15百万円、工具器具及び備

品１百万円、長期前払費用２百万円で

あります。 

用途 種類 場所 

研修施設 
土地、建物、

その他 
東京都港区 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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

に係る注記 

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

に係る注記 

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

に係る注記 

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中間期末残高相当

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

額及び中間期末残高相当額 

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 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

その他 
（機械及び
装置） 

49 18 30 

その他 
（車両及び
陸上運搬
具） 

66 36 29 

その他 
（工具器具
及び備品） 

790 572 218 

合計 906 627 279 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

その他 
（機械及び
装置） 

12 3 8

その他 
（車両及び
陸上運搬
具） 

61 37 23

その他 
（工具器具
及び備品） 

391 244 146

合計 464 286 177

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

その他 
（機械及び
装置） 

6 6 0

その他 
（車両及び
陸上運搬
具） 

69 44 24

その他 
（工具器具
及び備品） 

520 353 167

合計 596 403 192

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 120百万円

１年超 170百万円

計 290百万円

１年以内    68百万円

１年超    112百万円

計    181百万円

１年以内    87百万円

１年超    120百万円

計    208百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 108百万円

減価償却費相当額 96百万円

支払利息相当額 7百万円

支払リース料    51百万円

減価償却費相当額   43百万円

支払利息相当額  5百万円

支払リース料    173百万円

減価償却費相当額    146百万円

支払利息相当額   16百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

        ──── 

  

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

  

       ──── 

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日） 

 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。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 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。 

前事業年度末（平成17年３月31日） 

 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。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第43期） 

自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日 

平成17年６月29日 

近畿財務局長に提出。 

(2） 訂正報告書 平成13年６月28日提出有価証券報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成14年６月27日提出有価証券報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成15年６月27日提出有価証券報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成16年６月28日提出有価証券報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成17年６月29日提出有価証券報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成14年12月20日提出半期報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成15年12月24日提出半期報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 

   平成16年12月24日提出半期報告書の訂正報告書 平成17年９月７日 

近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

   

  平成16年12月24日

株式会社ダスキン   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神本 満男   ㊞ 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 市田  龍   ㊞ 

    

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ダスキンの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ダスキン及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

１．中間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（イ）（２）たな卸資産の会

計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より食品原材料・貯蔵品の評価方法を最終仕入原価法から移

動平均法による原価法に、また一部の連結子会社の製品・仕掛品・商品及び食品以外の原材料の評価方法を最終仕入原

価法から移動平均法による原価法に変更している。 

２．中間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（ニ）（１）貸倒引当金の会

計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より貸倒引当金について営業債権と営業外債権の分類ごとに

計算された貸倒引当金を各分類で相殺し、各損益区分に計上する方法に変更している。 

３．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   

  平成17年12月26日

株式会社ダスキン   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神本 満男   ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤  豊   ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 市田  龍   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ダスキンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ダスキン及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   

  平成16年12月24日

株式会社ダスキン   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神本 満男   ㊞ 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 市田  龍   ㊞ 

    

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ダスキンの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第43期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ダスキンの平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

１．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項１ （２）たな卸資産の会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会

計期間より食品原材料・貯蔵品の評価方法を最終仕入原価法から移動平均法による原価法に変更している。 

２．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項４ （１）貸倒引当金の会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会

計期間より貸倒引当金について営業債権と営業外債権の分類ごとに計算された貸倒引当金を各分類で相殺し各損益区分

に計上する方法に変更している。 

３．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、

当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   

  平成17年12月26日

株式会社ダスキン   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神本 満男   ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺澤  豊   ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 市田  龍   ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ダスキンの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平

成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ダスキンの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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