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平成17年４月期 個別中間財務諸表の概要 
                                                平成16年12月３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  東京都 
（ＵＲＬ         http://www.yakiniku.jp/） 
代  表  者         役  職  名    代表取締役会長兼社長 
           氏    名    坂 井 哲 史 
問い合わせ先     責任者役職名    執行役員経営企画室長 
                     氏 名          三 鬼 孝 三 郎          ＴＥＬ（０３）３８３６ － １１２９(代表) 
決算取締役会開催日  平成16年12月３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. 16年10月中間期の業績（平成16年４月21日～平成16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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

16年10月中間期 7,996 （△  9.2） △ 283 （   ― ） △ 337 （   ― ） 

15年10月中間期 8,806 （   11.8） 410 （   10.3） 361 （    3.0） 

16年４月期 16,699 （    2.5） 192 （△ 78.4） 88 （△ 89.5） 
 

 中間(当期)純利益 １ 株 当 た り 中 間 
( 当 期 ) 純 利 益 

 百万円 ％ 円 銭 

16年10月中間期 △ 545 （   ― ） △ 100 22 

15年10月中間期 45 （△ 51.9） 8 39 

16年４月期 △ 199 （   ― ） △  36 83 
(注) 1．期中平均株式数    16年10月中間期 5,440,730株  15年10月中間期 5,426,597株  16年４月期 5,428,926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 

 円 銭 円 銭 

16年10月中間期 0 00 ――― 

15年10月中間期 0 00 ――― 

16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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

16年10月中間期 16,038 2,202 13.7 404 68 

15年10月中間期 15,785 3,063 19.4 564 46 

16年４月期 17,134 2,832 16.5 520 73 
(注) 1．期末発行済株式数  16年10月中間期 5,441,380株  15年10月中間期 5,426,880株  16年４月期 5,440,380株 
   2．期末自己株式数   16年10月中間期  181,220株  15年10月中間期  180,380株  16年４月期  180,920株 

 
２. 17年４月期の業績予想（平成16年４月21日～平成17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  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通期 15,896 △287 △555 10 00 10 00 

 (参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △102円00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15年10月20日) 

当中間会計期間末 

(平成16年10月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成16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  1,772,519   2,471,976   3,231,099   

２ 売掛金  605,281   784,709   822,036   

３ 割賦売掛金  18,099   10,107   14,038   

４ たな卸資産  81,148   173,433   160,393   

５ 繰延税金資産  84,174   191,088   101,158   

６ その他  453,182   366,346   476,026   

貸倒引当金  △47,821   △126,320   △63,654   

流動資産合計   2,966,585 18.8  3,871,343 24.1  4,741,099 27.7 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 5,185,416   4,876,831   5,033,055   

(2) 構築物  660,800   579,162   634,243   

(3) 機械及び装置  319   247   278   

(4) 車両運搬具  388   379   379   

(5) 器具及び備品  474,684   397,746   435,245   

(6) 土地 ※２ 3,559,798   3,305,280   3,305,280   

(7) 建設仮勘定  13,659   27,606   28,226   

有形固定資産合計  9,895,068   9,187,254   9,436,709   

２ 無形固定資産  143,726   143,002   145,760   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  254,576   231,008   285,379   

(2) 長期貸付金  287,898   323,074   305,444   

(3) 長期前払費用  130,008   245,088   127,817   

(4) 繰延税金資産  288,520   358,743   287,082   

(5) 差入保証金  1,724,888   1,687,189   1,704,167   

(6) その他  277,656   163,921   210,145   

貸倒引当金  △190,976   △175,113   △113,968   

投資その他の資産合計  2,772,572   2,833,913   2,806,068   

固定資産合計   12,811,367 81.2  12,164,170 75.9  12,388,538 72.3 

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費  7,750   2,583   5,166   

繰延資産合計   7,750 0.0  2,583 0.0  5,166 0.0 

資産合計   15,785,703 100.0  16,038,097 100.0  17,134,804 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成15年10月20日) 

当中間会計期間末 

(平成16年10月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成16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  499,084   526,988   523,861   

２ 割賦買掛金  4,062   ―   ―   

３ 短期借入金 ※２ 700,000   2,450,000   3,480,000   

４ 一年以内返済予定長期借入金 ※２ 2,760,460   1,901,610   2,383,460   

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

６ 未払金  138,810   167,327   182,920   

７ 割賦未払金  9,675   ―   1,272   

８ 未払費用  448,657   425,623   430,853   

９ 未払法人税等  160,641   47,308   35,381   

10 未払消費税等  84,322   20,535   93,093   

11 賞与引当金  108,000   87,000   87,000   

12 割賦未実現利益  3,655   2,027   2,816   

13 その他  44,435   39,812   13,906   

流動負債合計   5,061,806 32.1  5,768,234 36.0  7,334,565 42.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  350,000   250,000   300,000   

２ 長期借入金 ※２ 6,815,300   7,297,940   6,151,570   

３ 役員退職慰労引当金  113,220   113,220   113,220   

４ 預り保証金  382,122   406,686   402,492   

固定負債合計   7,660,642 48.5  8,067,846 50.3  6,967,282 40.7 

負債合計   12,722,449 80.6  13,836,081 86.3  14,301,847 83.5 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   856,997 5.4  860,768 5.4  860,086 5.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  1,265,317   1,269,088   1,268,406   

資本剰余金合計   1,265,317 8.0  1,269,088 7.9  1,268,406 7.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  20,500   20,500   20,500   

２ 任意積立金  801,751   601,313   801,751   

３ 中間(当期)未処分利益又は 
  中間未処理損失(△)  251,550   △393,161   6,058   

利益剰余金合計   1,073,802 6.8  228,652 1.4  828,310 4.8 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   32,603 0.2  10,027 0.0  42,274 0.3 

Ⅴ 自己株式   △165,465 △1.0  △166,520 △1.0  △166,119 △1.0 

資本合計   3,063,253 19.4  2,202,015 13.7  2,832,956 16.5 

負債及び資本合計   15,785,703 100.0  16,038,097 100.0  17,134,804 100.0 
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② 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16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   8,806,035 100.0  7,996,031 100.0  16,699,503 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,131,143 35.5  3,234,707 40.5  6,119,439 36.6 

売上総利益   5,674,892 64.5  4,761,323 59.5  10,580,063 63.4 

Ⅲ 割賦未実現利益           

割賦未実現利益戻入   (+)1,307 (+)0.0  (+)788 (+)0.0  (+)2,146 (+)0.0 

割賦販売後総利益   5,676,200 64.5  4,762,111 59.5  10,582,209 63.4 

Ⅳ 販売費及び一般管理費   5,265,968 59.8  5,045,743 63.1  10,389,965 62.3 

営業利益又は 
営業損失(△)   410,231 4.7  △283,632 △3.6  192,244 1.1 

Ⅴ 営業外収益 ※１  88,871 1.0  92,828 1.2  163,828 1.0 

Ⅵ 営業外費用 ※２  137,656 1.6  146,615 1.8  268,064 1.6 

経常利益又は 
経常損失(△)   361,446 4.1  △337,418 △4.2  88,008 0.5 

Ⅶ 特別利益 ※３  58,240 0.7  ― ―  96,415 0.6 

Ⅷ 特別損失 ※４  255,976 2.9  312,838 3.9  384,336 2.3 

税引前中間純利益又は 
税引前中間(当期)純損失(△)   163,710 1.9  △650,256 △8.1  △199,912 △1.2 

法人税、住民税及び事業税  166,689   34,465   70,969   

法人税等調整額  △48,515 118,173 1.4 △139,467 △105,002 △1.3 △70,926 42 0.0 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)   45,536 0.5  △545,254 △6.8  △199,955 △1.2 

前期繰越利益   206,014   152,093   206,014  

中間(当期)未処分利益又は 
中間未処理損失(△)   251,550   △393,161   6,058  

           

 



5 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16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商品・原材料 
  (a) 店舗 
    最終仕入原価法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 
 ①商品・原材料 
  (a) 店舗 

同左 

(2) たな卸資産 
 ①商品・原材料 
  (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 
   償却期間 

２年～15年 

(3) 長期前払費用 
同左 

(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15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16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 

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 

 消費税等の会計処理 
  税抜方式によっておりま
す。 
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追加情報 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

―――  ｢地方税法等の一部を改正する法律｣
(平成15年法律第９号)が平成15年３月31
日に公布され、平成16年４月１日以後に
開始する事業年度より外形標準課税制度
が導入されたことに伴い、当中間会計期
間から｢法人事業税における外形標準課
税部分の損益計算書上の表示についての
実務上の取扱い｣(平成16年２月13日 企
業会計基準委員会 実務対応報告第12号)
に従い法人事業税の付加価値割及び資本
割については、販売費及び一般管理費に
計上しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が、
12,872千円増加し、営業損失、経常損失
及び税引前中間純損失が同額増加してお
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15年10月20日) 

当中間会計期間末 
(平成16年10月20日) 

前事業年度末 
(平成16年４月20日) 

※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 
3,701,437千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,360,135千円 

   
※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 1,869,123千円
土地 3,271,176千円
計 5,140,299千円

   上記に対する債務 
短期借入金 539,300千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,209,610千円

長期借入金 4,014,140千円
計 5,763,050千円

 

※２ 担保提供資産 
建物 1,904,244千円
土地 3,271,176千円
計 5,175,420千円

   上記に対する債務 
短期借入金 985,220千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,365,060千円

長期借入金 3,770,170千円
計 6,120,450千円

 
   
 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     ―――  ３     ――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

※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 14,001千円
受取配当金 359千円
寮社宅収入 51,477千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 27,755千円
受取配当金 15,341千円
器具備品 
受贈益 5,632千円

寮社宅収入 71,956千円
 

   
※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 112,558千円
支払手数料 18,272千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 225,055千円

 

   
※３ 特別利益のうち主要なもの 

受取補償金 58,240千円
 

※３     ――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

受取補償金 58,240千円
 

   
※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 
賃借契約 
解約損 59,285千円

固定資産除却損 
建物 82,428千円
構築物 14,342千円
器具及び 
備品 1,224千円

撤去費用 11,745千円
計 109,739千円

 
貸倒引当金繰
入額 143,813千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
賃借契約 
解約損 26,012千円

固定資産売却損 
器具及び 
備品 2,415千円

土地 35,818千円
計 38,233千円

固定資産除却損 
建物 187,350千円
構築物 11,001千円
器具及び 
備品 14,425千円

撤去費用 24,311千円
計 237,089千円

 
関係会社株式
評価損 60,000千円

 
貸倒引当金繰
入額 20,000千円

 
   
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 380,634千円
無形固定資産 3,731千円

 

５ 減価償却実施額 
有形固定資産 857,182千円
無形固定資産 7,683千円
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(リース取引関係) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16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 
(借主側) 

 (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 

 
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 
(借主側) 

 (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 

 
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 

62,762  1,949,621  296,240  2,308,624 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

41,129  1,181,294  231,683  1,454,107 

中間 
期末 
残高 
相当額 

21,632  768,327  64,556  854,516 

 

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 
(借主側) 

 (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 

 
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 

65,712  1,700,590  270,757  2,037,060 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

38,985  974,207  203,451  1,216,644 

期末 
残高 
相当額 

26,727  726,382  67,306  820,416 

 
 (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) 未経過リース料中間期末残高相当
額 
１年内 386,249千円
１年超 499,151千円
計 885,401千円

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 384,886千円
１年超 471,315千円
計 856,202千円

 
 (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 252,028千円 
減価償却費 
相当額 230,289千円 

支払利息 
相当額 14,531千円 

 

 (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 462,489千円 
減価償却費 
相当額 419,605千円 

支払利息 
相当額 32,672千円 

 
 (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 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 31,005千円
計 36,405千円

 

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 33,705千円
計 39,105千円

  
 



10 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成15年10月20日) 

前中間会計期間に係る「有価証券」のうち子会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当中間会計期間末(平成16年10月20日) 

当中間会計期間に係る「有価証券」のうち子会社株式で時価のあるものはありません。 

 
前事業年度末(平成16年４月20日) 

前事業年度に係る「有価証券」のうち子会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１株当たり純資産額 564.46円 404.68円 520.73円 

１株当たり中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 8.39円 △100.22円 △36.83円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 8.37円 ― ― 

  

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につい
ては、１株当たり中間純損
失が計上されているため記
載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損
失が計上されているため記
載しておりません。 

(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下
のとおりであります。 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１株当たり中間純利益又は 
中間(当期)純損失    

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(千円) 45,536 △545,254 △199,955 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(千円) 45,536 △545,254 △199,955 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,426,597 5,440,730 5,428,926 

    

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益    

中間(当期)純利益調整額 
(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 13,818 ― ― 

(うち新株予約権(株)) 13,818 ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

平成12年７月14日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 61,000株 
平成13年７月18日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 67,500株 
平成15年７月15日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 158,500株 
 

平成13年７月18日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 55,000株 
平成14年７月17日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 112,800株 
平成15年７月15日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 128,800株 
平成16年７月15日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 101,600株 
 

平成12年７月14日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 60,000株 
平成13年７月18日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 66,000株 
平成14年７月17日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 132,600株 
平成15年７月15日定時株主総
会決議ストックオプション 
(新株予約権) 
普通株式 153,400株 
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(重要な後発事象) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。  平成16年７月15日開催の定時株主総会
決議に基づき、商法第280条ノ20及び第
280条ノ21の規定による新株予約権の発
行を次のとおり決議いたしました。 
新株予約権発行の要領 
(1) 新株予約権の割当を受ける者 
   当社の取締役、監査役及び従業員、
当社子会社の取締役 

  (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及
び数 

   当社普通株式116,300株を総株数
の上限とする。 

  (3) 発行する新株予約権の総数 
   1,163個(新株予約権１個当たりの
目的となる普通株式数100株) 

  (4) 新株予約権の発行価額 
   無償とする。 

  (5) 新株予約権の行使に際して払込をす
べき金額 

   １株当たりの払込金額は、新株予
約権を発行する日の属する月の前月
の各日(取引が成立していない日を
除く。)における日本証券業協会が公
表する当社普通株式の普通取引の午
後３時現在における直近の売買価格
(以下「終値」という。)の平均値に
1.05を乗じた金額(１円未満の端数
は切り上げ)とする。但し、かかる金
額が新株予約権を発行する日の日本
証券業協会の公表する当社株式の終
値(取引が成立しない場合はそれに
先立つ直近の終値)を下回る場合は、
後者の価格とする。 

   なお、当社が新株予約権発行
日以降、時価を下回る価額で新
株を発行し、また自己株式を処
分する場合には、払込金額の調
整を行うものとする。 

  (6) 新株予約権行使期間 
   平成18年８月１日から平成20年７
月31日 

  (7) 新株予約権行使の条件及びその他細
目 

   平成16年７月15日開催の定時株主
総会及びその後の取締役会決議に基
づき、当社と割当を受けた者との間
で締結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。 

 
 


