
株式会社リーガロイヤルホテル広島 

貸借対照表 

 
（平成２８年３月３１日現在） 

                                                                                               （単位：千円） 

 
 

科    目 金  額 科    目 金  額 

    

    （資産の部） （３,８６９,３５４）   （負債の部） （１２,９０７,６６７）

  流動資産 ８７１,１８３  流動負債 １１,２９０,１８６ 

    現金及び預金 ３５５,９９３    買掛金 ３０４,３５６ 

    売掛金 ３５４,２４３    短期借入金 １０,０４９,７４４ 

    原材料及び貯蔵品 ３２,３７７    リース債務 １８,４１３ 

    前払費用 １２２,３７７    未払金 ２７２,４９７ 

    その他 ６,２７１    未払費用 ４１９,１３１ 

    貸倒引当金 △８０    未払法人税等 ３３２ 

      未払消費税等 ２３,０９１ 

     前受金 １０５,８４２ 

     預り金 ３８,５８９ 

     賞与引当金 ２６,０１８ 

     リース資産減損勘定 ３４２ 

      その他 ３１,８２７ 

     

     

  固定資産 ２,９９８,１７０  固定負債 １,６１７,４８０ 

   有形固定資産 ３２５,６７６      リース債務 ３９,３３４ 

    建物 ６７,７５６    長期預り金 ８８２,３２９ 

    機械装置  ２７,４４７      退職給付引当金 ６８３,６５４ 

    工具、器具及び備品 １９４,９１７      商品券回収損引当金 ９,０１６ 

    リース資産 ３５,５５６    その他 ３,１４５ 

     

   無形固定資産 ３４,１０１   

    ソフトウエア ４,０６８   

    リース資産 ３０,０３２  

     

   投資その他の資産 ２,６３８,３９２    （純資産の部） （△９,０３８,３１２）

    投資有価証券 １９,１１１  株主資本 △９,０３８,３７３ 

    長期貸付金 １４,７７４    資本金 １００,０００ 

    長期差入保証金 ２,６０１,７６１    利益剰余金 △９,１３８,３７３ 

    長期前払費用 ２,６９５    その他利益剰余金 △９,１３８,３７３ 

    その他 １,４５１      繰越利益剰余金 △９,１３８,３７３ 

    貸倒引当金 △１,４０１  

  評価・換算差額等 ６１ 

     その他有価証券評価差額金 ６１ 

   

   

 
 

     資 産 合 計 ３,８６９,３５４      負債純資産合計 ３,８６９,３５４ 

  千円未満は切り捨てて表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個別注記表 
 

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価の方法 

  ① 有価証券 

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） 

時価のないもの         移動平均法による原価法 

 

   ② たな卸資産（原材料及び貯蔵品）    移動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） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産（リース資産を除く）   定額法を採用しております。 

      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。 

                           なお、自社利用ソフトウエアについては社内における利用可能期間（5 年）に 

                           基づく定額法によっております。 

      ③ リース資産              所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

                            自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており 

                            ます。 

 

（３）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 

従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の計算期間に対応する金額を計上しており 

ます。 

③  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 

1. 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式    

基準によっております。 

2. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理の方法 

過去勤務費用は、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(１０年)による定額法により費用処理     

することとしております。 

     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(１０年)による定額法により発生時の   

翌事業年度から費用処理しております。 

 



④  商品券回収損引当金 

   一定期間経過後に収益に計上した未使用の商品券について、将来の回収時に発生する損失に備えるために、過去の実績 

に基づく将来の回収見込額を計上しております。 

 

（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

  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。 

 

2. 貸借対照表に関する注記 

（１）担保に供している資産 

  ① 長期差入保証金                  ２，６００，０００  千円 

     ※上記は、親会社である株式会社ロイヤルホテルの金融機関借入の担保として、また当社の借入金（短期借入金 

109,744 千円）の担保として差し入れております。 

  ② 投資有価証券 

           投資有価証券のうち 19,111 千円は、商品券発行に係る供託金として広島法務局宛差し入れております。 

 

（２）有形固定資産の減価償却累計額           ６，１６５，００８ 千円 

    

（３）有形固定資産の減損損失累計額           ７，５４７，４１５ 千円 

    

（４）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

          短期金銭債権                                        ２，０９５  千円 

短期金銭債務                  ９，９５３，０４２ 千円 

 

3. 損益計算書に関する注記 

   関係会社との取引高 

   営業取引による取引高 

       売 上 高                     １，７７８  千円 

       仕 入 高                      ３７，５７０  千円 

 販売費及び一般管理費                  ７，１０３  千円 

 

4. 株主資本等変動計算書に関する注記 

      当事業年度末における発行済株式の種類及び総数に関する事項 

      普通株式                           ６０ 千株   

 

 

 

 



5. 金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

     当社は資金運用については短期的な預金に限定し、親会社からの借入により資金を調達しております。 

 売掛金に係る顧客の信用リスクは、売掛金の管理規程に沿ってリスク低減を図っております。 

投資有価証券は国庫債券であり、四半期毎に時価の把握を行っております。 

 借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

    平成 28 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません（注２参照）。 

（単位：千円） 

 貸借対照表 

計上額(*) 
時価(*) 差額 

(１)現金及び預金 

(２)売掛金 

(３)投資有価証券 

その他有価証券 

(４)買掛金 

(５)未払金 

(６)預り金 

(７)長期借入金 

(８)リース債務 

      355,993

        354,243

19,111

(304,356)

(272,497)

 (38,589)

(10,049,744)

(57,747) 

355,993

        354,243

19,111

(304,356)

(272,497)

 (38,589)

(10,049,744)

 (55,992)

     －

     －

   －

     －

－

     －

     －

(1,755)

(*)負債に計上されているものについては(  )で示しております。      

 

（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

（１）現金及び預金並びに（２）売掛金（４）買掛金（５）未払金（６）預り金 

     これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

 （３）投資有価証券 

投資有価証券の時価について、国庫債券は取引所の価格によっております。 

 （７）長期借入金 

     長期借入金は全額変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後と大き 

    く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

     なお、貸借対照表の短期借入金に計上されております 1 年内返済予定長期借入金は、上記表では（５）長期借入金 

としております。 

 

 （８）リース債務 

 リース債務の時価については、新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっており 

ます。また、貸借対照表計上額となるリース債務には利息相当額が含まれております。 



 （注２） 長期貸付金（従業員貸付、帳簿価額 14,774 千円）、長期差入保証金（敷金等、帳簿価額 2,601,761 千円）及び  

長期預り金（入居テナント敷金等、帳簿価額 882,329 千円）は時価を把握することが極めて困難と認められ  

るため上表には含めておりません。 

 

6. 税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

     繰延税金資産    

       退職給付引当金                ２３３，１２６ 千円 

       繰越欠損金                  ７３５，０１２ 千円 

       未払事業所税                  １０，２９０ 千円 

       減損損失否認               ２，２２７，２６５ 千円 

       賞与引当金                    ８，９２４ 千円 

       その他                      ７，７９４ 千円 

       繰延税金資産小計             ３，２２２，４１２ 千円 

       評価性引当額              △３，２２２，４１２ 千円 

       繰延税金資産合計                     ― 千円 

繰延税金負債    

       その他有価証券評価差額金               △３１ 千円 

繰延税金負債合計                   △３１ 千円 

       差引：繰延税金負債純額                △３１ 千円 

 

7. 関連当事者との取引に関する注記 

 

属性 
会社等の名称 

または氏名 
議決権等の所有

（被所有）割合

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

 

親会社 

 

㈱ロイヤルホテル 

 

被所有 

５１．４％ 

 

資金の借入 

役員の兼務 

 

担保提供  (注)１ 

債務被保証 (注)２ 

支払利息  (注)３ 

 

２,６００,０００

１０９,７４４

－

 

短期借入金 

 

 

 

９,９４０,０００ 

 

 

 

役員及

びその

近親者 

 

㈱ 広 島 銀 行 

代表取締役頭取 

池 田  晃 治 

 

被所有 

２．９％ 

 

資金の借入 

当社取締役 

 

借入金の返済 

支払利息 

８３,３２０

  ２,７１４

 

 

現金及び預金

短期借入金 

 

 

８８,１７９ 

８３,３６０ 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注)１．親会社の金融機関借入の担保として、当社の敷金返還請求権を金融機関に差し入れております。 

２．当社の銀行借入金１０９,７４４千円に対して親会社が債務保証をしております。 

３．資金の借入については、当事業年度末において利息の免除を受けております。 

 

8. １株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額           △１５０，６３８.５４ 円 

 

（２）１株当たり当期純利益               ３１２.６９ 円 

 


