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                               株式会社リーガロイヤルホテル広島 
 

貸借対照表 
 

（２０２０年３月３１日現在） 
                                                                                                 （単位：千円） 
 
 

科    目 金  額 科    目 金  額 

     
    （資産の部） （３,７１７,２７４）    （負債の部） （３,６１０,６１３） 
  流動資産 ４５５,３６１  流動負債 １,０６５,３６１ 
    現金及び預金 １３４,８６１    買掛金 １３２,０９２ 
    売掛金 １３２,４０４    短期借入金 ２４３,２００ 
    原材料及び貯蔵品 ３０,４２８    リース債務 １５,９６７ 
    前払費用 １３３,６９２    未払金 ７５,９９１ 
    未収法人税 ２０,７２３    未払費用 ３３０,１８８ 
    その他 ３,２５１    未払消費税等 ９,６００ 
      前受金 １１３,９５９ 
      預り金 ３９,０１５ 
      賞与引当金 ７４,３３４ 
      その他 ３１,０１２ 
     
     
     
     
  固定資産 ３,２６１,９１２  固定負債 ２,５４５,２５１ 
   有形固定資産 ５５１,１１７      長期借入金 ９３９,１７５ 
    建物 ２７８,３２６      リース債務 ７５,０３９ 
    機械装置  ５６,５７８    長期預り金 ７４９,５１５ 
    工具、器具及び備品 １２６,９７０      退職給付引当金 ７６５,６１６ 
    リース資産 ８９,２４２      商品券回収損引当金 ８,５７５ 
      その他 ７,３２８ 
   無形固定資産 ２,４６２   
    ソフトウエア ６９５   
    リース資産 １,７６６   
     
   投資その他の資産 ２,７０８,３３２    （純資産の部） （１０６,６６１） 
    長期貸付金 １２,６６２  株主資本 １０６,６６１ 
    長期差入保証金 ２,６０１,２４６    資本金 ６,０００ 
    長期前払費用 ８,４７９    利益剰余金 １００,６６１ 
    繰延税金資産 ８５,８９５    その他利益剰余金 １００,６６１ 
    その他 １,３６１      繰越利益剰余金 １００,６６１ 
    貸倒引当金 △１,３１１   
     
     
     
     
 
 

     資 産 合 計 ３,７１７,２７４      負債純資産合計 ３,７１７,２７４ 

  （注）1．千円未満は切り捨てて表示しております。 
     2．当期純損失 ２２,３６６千円 
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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 

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

                            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。 

                            

（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。 

ア. 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。 

 

イ.  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。 
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（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 

      現金 

          現金のうち１９，０００千円は、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           ６，３１９，１８４ 千円 

  

（３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

          短期金銭債権                                        １，２０１ 千円 

短期金銭債務                    ２５３，１４２ 千円 

長期金銭債務                   ９３９，１７５ 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                        ２，３３４  千円 

     仕 入 高                        １２，５６３  千円 

  

営業取引以外による取引高 

支 払 利 息                                        ９，７０８ 千円 

 

4. 株主資本等変動計算書に関する注記 

      当事業年度末日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。 

 借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。 
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（２）金融商品の時価等に関する事項 

    ２０２０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 買掛金 

④ 短期借入金 

⑤ 未払金 

⑥ 預り金 

⑦ 長期借入金 

⑧ リース債務 

     134,861 

        132,404 

(132,092) 

(200,000) 

(75,991) 

 (39,015) 

(982,375) 

(91,007)          

134,861 

        132,404 

(132,092) 

(200,000) 

(75,991) 

 (39,015) 

(982,375) 

 (87,792) 

     － 

     － 

   － 

－ 

     － 

－ 

     － 

(3,215) 

(*)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 

     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 買掛金及び④ 短期借入金⑤ 未払金、並びに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。 

 

   ⑦ 長期借入金 

     これらは、変動金利による借入金であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額に近似している 

ことから、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⑦ 長期借入金に含まれております。 

 

    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） 長期差入保証金（敷金等、帳簿価額２，６０１，２４６千円）及び長期預り金（入居テナント敷金等、帳簿価額 

７４９，５１５千円） 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。 
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6. 税効果会計に関する注記 

      繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、退職給付引当金等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、 

退職給付引当金負債調整勘定等であります。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、2020年度の上期中に収束し下期から回復に向かい、2021年度には 

例年並の需要が見込まれることを前提としています。 

 

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 

７５．３％ 

 

資金の借入 

役員の兼務 

 

資金の借入 

資金の返済 

支払利息 （注１） 

経営指導料（注２） 

 

３５０,０００ 

１９３,２００ 

９,７０８ 

－    

 

長期借入金 

短期借入金 

未払費用 

 

 

 

９３９,１７５ 

２４３,２００ 

９５ 

    

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。 

（注２） 経営指導料支払い前の年間営業利益が一定額を上回った場合、年間売上高およびＧＯＰの一定率を経営指導料として 

     支払うこととしております。 

 

8. １株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額              １，７７７．６８ 円 

 

（２）１株当たり当期純損失              ３７２．７７ 円 
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