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平成 16 年 4 月期  個別中間財務諸表の概要 

                                                                                平成 15 年 12 月 1 日 
会 社 名       株式会社焼肉屋さかい            登録銘柄 

コード番号       7622                                    本社所在都道府県  岐阜県 

（ＵＲＬ         http://www.yakiniku.jp/） 
代  表  者    役  職  名  代表取締役社長 

氏    名 城 倉 宏 栄 
問い合わせ先    責任者役職名  経営企画室長 

氏    名 浅 野 敏 宏          ＴＥＬ（0583）89－0102 

決算取締役会開催日  平成 15 年 12 月 1 日            中間配当制度の有無   有 
中間配当支払開始日    平成 ― 年 ― 月－日                  単元株制度採用の有無    有（1単元  100 株） 

 

1．15 年 10 月中間期の業績（平成15 年 4 月 21 日～平成15 年 10 月 20 日） 

(1) 経営成績                                                  （記載金額は、百万円未満を切捨表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益  

 

15 年 10 月中間期 

14 年 10 月中間期 

百万円    ％ 

8,806    （ 11.8） 

7,879    （  8.3） 

百万円    ％ 

410    （  10.3） 

371    （    －） 

百万円    ％ 

361    （   3.0） 

351    （    －） 

 

15 年 4 月期 16,288          888               840                
 

 
中間(当期)純利益 

1 株 当 た り 中 間 

( 当 期 ) 純 利 益 
 

 

 

15 年 10 月中間期 

14 年 10 月中間期 

百万円    ％ 

45    （△51.9） 

94    （    －） 

円   銭 

  8      39  

16     90  

 
 

15 年 4 月期 259               46      95    
 (注) 1. 期中平均株式数  15 年 10 月中間期 5,426,597 株  14 年 10 月中間期 5,602,900 株  15 年 4 月期 5,528,806 株 
    2．会計処理の方法の変更   無 

    3．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 
1 株当たり 

中間配当金 

1 株当たり 

年間配当金 

 

15 年 10 月中間期 

14 年 10 月中間期 

円   銭 

     0     00  

0     00  

円  銭 

 

 

15 年 4 月期   10    00  

(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本  

 

15 年 10 月中間期 

14 年 10 月中間期 

百万円 

15,785 

15,615 

百万円 

3,063 

3,037 

％ 

19.4 

19.5 

円  銭 

564    46  

542    08  

 

15 年 4 月期 16,399 3,035 18.5 559    49   
 (注) 1. 期末発行済株式数 15 年 10 月中間期 5,426,880 株  14 年 10 月中間期 5,603,300 株  15 年 4 月期 5,425,780 株 

 2. 期末自己株式数   15 年 10 月中間期   180,380 株  14 年 10 月中間期 300 株  15 年 4 月期   180,380 株 
 

2．16 年 4 月期の業績予想（平成15 年 4 月 21 日～平成 16 年 4 月 20 日） 

1 株当たり年間配当金  
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末   

 

通 期 

百万円 

18,102 

百万円 

782 

百万円 

163 
円 銭 

 10 00  

円 銭 

 10 00  

 

 (参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   30 円 04 銭 

 ※業績予想につきましては、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

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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1.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14年10月20日) 

当中間会計期間末 

(平成15年10月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年４月20日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  2,186,813   1,772,519   2,398,683   

２ 売掛金  547,495   605,281   624,028   

３ 割賦売掛金  65,673   18,099   56,259   

４ たな卸資産  86,378   81,148   82,396   

５ 繰延税金資産  205,539   84,174   73,878   

６ その他  425,040   453,182   381,910   

貸倒引当金  △55,875   △47,821   △35,750   

流動資産合計   3,461,065 22.2  2,966,585 18.8  3,581,406 21.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 4,291,128   5,185,416   5,119,566   

(2) 構築物  585,082   660,800   656,022   

(3) 機械及び装置  413   319   360   

(4) 車両運搬具  442   388   398   

(5) 器具及び備品  452,025   474,684   526,930   

(6) 土地 ※２ 3,409,870   3,559,798   3,559,777   

(7) 建設仮勘定  772,945   13,659   145,622   

有形固定資産合計  9,511,907   9,895,068   10,008,678   

２ 無形固定資産  131,778   143,726   139,142   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  182,135   254,576   234,085   

(2) 長期貸付金  278,217   287,898   302,033   

(3) 長期前払費用  129,782   130,008   124,447   

(4) 繰延税金資産  246,144   288,520   274,609   

(5) 差入保証金  1,637,293   1,724,888   1,701,678   

(6) その他  226,843   277,656   242,108   

貸倒引当金  △189,857   △190,976   △219,269   

投資その他の資産 
合計 

 2,510,558   2,772,572   2,659,693   

固定資産合計   12,154,245 77.8  12,811,367 81.2  12,807,515 78.1 

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費  －   7,750   10,333   

繰延資産合計   － －  7,750 0.0  10,333 0.1 

資産合計   15,615,310 100.0  15,785,703 100.0  16,399,255 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成14年10月20日) 

当中間会計期間末 

(平成15年10月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年４月20日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  448,239   499,084   552,361   

２ 割賦買掛金  33,923   4,062   24,116   

３ 短期借入金 ※２ 2,550,000   700,000   2,325,000   

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 1,577,510   2,760,460   2,075,710   

５ 一年以内償還予定 
  社債  －   100,000   100,000   

６ 未払金  399,385   138,810   365,773   

７ 割賦未払金  18,393   9,675   17,600   

８ 未払費用  413,916   448,657   441,263   

９ 未払法人税等  84,580   160,641   263,919   

10 未払消費税等  68,193   84,322   91,526   

11 賞与引当金  99,000   108,000   110,000   

12 割賦未実現利益  14,086   3,655   12,068   

13 その他  25,560   44,435   22,313   

流動負債合計   5,732,788 36.7  5,061,806 32.1  6,401,652 39.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  －   350,000   400,000   

２ 長期借入金 ※２ 6,419,160   6,815,300   6,140,680   

３ 長期割賦未払金  9,675   －   1,272   

４ 役員退職慰労引当金  117,056   113,220   117,056   

５ 預り保証金  299,189   382,122   302,908   

固定負債合計   6,845,081 43.8  7,660,642 48.5  6,961,917 42.5 

負債合計   12,577,869 80.5  12,722,449 80.6  13,363,570 81.5 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   856,192 5.5  856,997 5.4  856,755 5.2 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  1,264,512   1,265,317   1,265,075   

資本剰余金合計   1,264,512 8.1  1,265,317 8.0  1,265,075 7.7 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  20,500   20,500   20,500   

２ 任意積立金  702,189   801,751   702,189   

３ 中間(当期) 
  未処分利益  194,977   251,550   359,834   

利益剰余金合計   917,666 5.9  1,073,802 6.8  1,082,523 6.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   △616 △0.0  32,603 0.2  △3,202 △0.0 

Ⅴ 自己株式   △313 △0.0  △165,465 △1.0  △165,465 △1.0 

資本合計   3,037,441 19.5  3,063,253 19.4  3,035,684 18.5 

負債資本合計   15,615,310 100.0  15,785,703 100.0  16,399,255 100.0 
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②中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   7,879,049 100.0  8,806,035 100.0  16,288,818 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,633,113 33.4  3,131,143 35.5  5,387,152 33.1 

売上総利益   5,245,935 66.6  5,674,892 64.5  10,901,665 66.9 

Ⅲ 割賦未実現利益           

割賦未実現利益戻入   (+)2,017 (+)0.0  (+)1,307 (+)0.0  (+)4,035 (+)0.0 

割賦販売後総利益   5,247,953 66.6  5,676,200 64.5  10,905,701 66.9 

Ⅳ 販売費及び一般管理費   4,876,128 61.9  5,265,968 59.8  10,016,946 61.5 

営業利益   371,825 4.7  410,231 4.7  888,754 5.4 

Ⅴ 営業外収益 ※１  74,392 1.0  88,871 1.0  171,027 1.1 

Ⅵ 営業外費用 ※２  95,162 1.2  137,656 1.6  219,124 1.3 

経常利益   351,054 4.5  361,446 4.1  840,656 5.2 

Ⅶ 特別利益 ※３  11,400 0.1  58,240 0.7  11,400 0.0 

Ⅷ 特別損失 ※４  41,428 0.5  255,976 2.9  81,874 0.5 

税引前中間(当期) 
純利益 

  321,026 4.1  163,710 1.9  770,182 4.7 

法人税、住民税 
及び事業税  84,620   166,689   263,989   

法人税等調整額  141,704 226,325 2.9 △48,515 118,173 1.4 246,634 510,623 3.1 

中間(当期)純利益   94,701 1.2  45,536 0.5  259,558 1.6 

前期繰越利益   100,275   206,014   100,275  

中間(当期)未処分 
利益   194,977   251,550   359,834  
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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14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

同左 

  ②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) 

 ②その他有価証券(時価

のあるもの) 

同左 

 ②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) 

 (2) たな卸資産 

 ①原材料・商品 

  (a) 店舗 

    最終仕入原価法に

よる原価法 

(2) たな卸資産 

 ①原材料・商品 

  (a) 店舗 

同左 

(2) たな卸資産 

 ①原材料・商品 

  (a) 店舗 

同左 

   (b) その他 

    先入先出法による

原価法 

  (b) その他 

同左 

  (b) その他 

同左 

  ②貯蔵品 

   最終仕入原価法によ

る原価法 

 ②貯蔵品 

同左 

 ②貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

   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 

    構築物 

２年～20年 

    器具及び備品 

２年～15年 

(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、ソフトウェア

(自社利用)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

いております。 

(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 

  定額法 

   償却期間 

２年～15年 

(3) 長期前払費用 

     同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員賞与の支給に
備えるため、賞与支給
見込額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 
   平成13年７月18日ま

で在任していた役員の
退職慰労金の支払に備
えるため、内規に基づ

く同日現在の要支給額
を計上しております。 

   なお、同内規により

同日以降の積み増しは
行っておりません。 

(3) 役員退職慰労引当金 
同左 

(3) 役員退職慰労引当金 
同左 

４ 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 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについ
ては、特例処理の要件
を満たしておりますの

で、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) 
  金利スワップ取引 
  (ヘッジ対象) 

  変動金利借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 
   借入金に関する金利

変動リスクを回避する
ため、金利スワップ取
引を行っております。 

(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 

   金利スワップ取引に

ついては、特例処理の
要件を満たしているた
め、ヘッジの有効性の

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 



 30 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっており

ます。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によって

おります。 

   (2) 自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会

計基準 

   「自己株式及び法定

準備金の取崩等に関す

る会計基準」(企業会計

基準第１号)が平成14

年４月１日以後に適用

されることになったこ

とに伴い、当期から同

会計基準によっており

ます。これによる当期

の損益に与える影響は

軽微であります。 

   なお、財務諸表等規

則の改正により、当期

における貸借対照表の

資本の部については、

改正後の財務諸表等規

則により作成しており

ます。 

   (3) １株当たり情報 

   「１株当たり当期純

利益に関する会計基

準」(企業会計基準第２

号)及び「１株当たり当

期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第４

号)が平成14年４月１

日以後開始する事業年

度に係る財務諸表から

適用されることに伴

い、当期から同会計基

準及び適用指針によっ

ております。 
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追加情報 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

(中間貸借対照表) 

 当中間会計期間より「自己株式及

び法定準備金の取崩等に関する会計

基準」(企業会計基準第１号)を適用

しております。これによる当中間会

計期間の損益に与える影響は軽微で

あります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の資本の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――― ――― 

 
 

注記事項 
 
(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成14年10月20日) 

当中間会計期間末 
(平成15年10月20日) 

前事業年度末 
(平成15年４月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,276,804千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,995,487千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,717,528千円 

   

※２ 担保提供資産 

建物 1,512,946千円

土地 3,311,986千円

計 4,824,933千円

   上記に対する債務 

短期借入金 413,880千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,099,010千円

長期借入金 3,831,460千円

計 5,344,350千円
 

※２ 担保提供資産 

建物 2,123,055千円

土地 3,525,694千円

計 5,648,749千円

   上記に対する債務 

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,611,660千円

長期借入金 4,302,800千円

計 5,914,460千円
 

※２ 担保提供資産 

建物 1,512,069千円

土地 3,461,893千円

計 4,973,963千円

   上記に対する債務 

短期借入金 381,700千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,353,810千円

長期借入金 3,705,340千円

計 5,440,850千円
 

   

 ３ 保証債務 

   他社のリース契約による支払

債務に対して経営指導念書に基

づき次のとおり保証を行ってお

ります。 

㈲ティー・ 
アンド・エム 6,565千円

㈲百石書店 6,292千円

計 12,858千円
 

 ３ 保証債務 

   他社のリース契約による支払

債務に対して経営指導念書に基

づき次のとおり保証を行ってお

ります。 

㈲ティー・ 
アンド・エム 505千円

㈲百石書店 484千円

計 989千円
 

 ３ 保証債務 

   他社のリース契約による支払

債務に対して経営指導念書に基

づき次のとおり保証を行ってお

ります。 

㈲ティー・ 
アンド・エム 3,535千円

㈲百石書店 3,388千円

計 6,923千円
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 14,328千円

器具備品 
受贈益 15,151千円

寮社宅収入 33,402千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 13,866千円

受取配当金 15,241千円

器具備品 
受贈益 4,466千円

寮社宅収入 38,382千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 28,549千円

器具備品 
受贈益 27,766千円

寮社宅収入 68,137千円
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 90,976千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 107,669千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 194,686千円
 

   

※３ 特別利益のうち主要なもの 

過年度未払金 
修正益 11,400千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

受取補償金 58,240千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

過年度未払金 
修正益 11,400千円

 
   

※４ 特別損失のうち主要なもの 

賃借契約 
解約損 38,968千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

賃借契約 
解約損 8,832千円

固定資産売却損 

器具及び 
備品 

2,415千円

固定資産除却損 

建物 135,834千円

構築物 10,036千円

器具及び 
備品 12,401千円

撤去費用 12,455千円

計 170,728千円

 

関係会社株式
評価損 59,999千円

 

貸倒引当金繰
入額 14,000千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

   固定資産除却損 

建物 11,925千円

構築物 2,611千円

器具及び 
備品 369千円

撤去費用 4,479千円

計 19,385千円
 

   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 356,275千円

無形固定資産 3,436千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 415,268千円

無形固定資産 3,785千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 805,781千円

無形固定資産 7,050千円
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月21日 
至 平成14年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

１ 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 

 (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 

 
車両 
運搬具 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
無形 

固定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 
相当額 

69,725  2,006,208  273,806  2,349,740

減価 
償却 
累計額 
相当額 

29,813  929,716  131,377  1,090,907

中間 
期末 
残高 
相当額 

39,911  1,076,491  142,429  1,258,832

 

１ 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 

 (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 

 
車両 
運搬具 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
無形 

固定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 
相当額 

62,119  1,940,877  270,572  2,273,569

減価 
償却 
累計額 
相当額 

34,307  1,044,065  179,224  1,257,597

中間 
期末 
残高 
相当額 

27,811  896,812  91,348  1,015,972

 

１ 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 

 (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 

 
車両 
運搬具 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
無形 

固定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 
相当額 

73,489  1,988,028  274,206  2,335,725

減価 
償却 
累計額 
相当額 

35,659  1,022,928  158,321  1,216,909

期末 
残高 
相当額 

37,830  965,100  115,885  1,118,815

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 439,806千円

１年超 866,100千円

計 1,305,907千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 435,973千円

１年超 622,031千円

計 1,058,005千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 439,484千円

１年超 722,349千円

計 1,161,834千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 255,396千円

減価償却費 
相当額 231,473千円

支払利息 
相当額 22,063千円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 252,410千円

減価償却費 
相当額 229,417千円

支払利息 
相当額 18,662千円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 510,126千円

減価償却費 
相当額 461,479千円

支払利息 
相当額 41,833千円

 
 (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 

   

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 

１年内 5,400千円

１年超 41,805千円

計 47,205千円
 

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 

１年内 5,400千円

１年超 36,405千円

計 41,805千円
 

２ オペレーティング・リース取引

(借主側) 

  未経過リース料 

１年内 5,400千円

１年超 39,105千円

計 44,505千円
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(有価証券関係) 

 
前中間会計期間末(平成14年10月20日) 

前中間会計期間に係る「有価証券」のうち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15年10月20日) 

当中間会計期間に係る「有価証券」のうち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15年４月20日) 

前事業年度に係る「有価証券」のうち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。 


