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平成17年４月期 中間決算短信(連結) 
                                                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 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１. 16年10月中間期の連結業績（平成16年４月21日～平成16年10月20日） 
(１)連結経営成績                             (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 8,679 （△ 10.4） △339 （   ― ） △388 （   ― ） 

15年10月中間期 9,688 （   18.2） 447 （   51.4） 389 （   41.0） 

16年４月期 18,355 （    5.4） 189 （△ 76.5） 78 （△ 89.7） 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

16年10月中間期 △569 （   ― ） △104 60 ― ― 

15年10月中間期 124 （  481.2） 22 93 22 87 

16年４月期 △190 （    ― ） △35 12 ― ― 
(注) 1．持分法投資損益     16年10月中間期  ― 百万円 15年10月中間期  ― 百万円 16年４月期  ― 百万円 
   2．期中平均株式数（連結） 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 
   3．会計処理の方法の変更   無 
   4．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)連結財政状態 

 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 16,054 2,112 13.2 388 16 

15年10月中間期 15,948 3,066 19.2 565 12 

16年４月期 17,202 2,766 16.1 508 59 
(注) 期末発行済株式数（連結）  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 
 
(３)連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

16年10月中間期 △124 △255 △469 2,566 

15年10月中間期 526 △773 △369 2,000 

16年４月期 298 △824 1,325 3,415 
 
(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ３社  持分法適用非連結子会社数 ― 社  持分法適用関連会社数 ― 社 
 
(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） ― 社 （除外） ― 社     持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社 
 
２. 17年４月期の連結業績予想（平成16年４月21日～平成17年４月20日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

通期 17,279 △323 △579 
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） △106円41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。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料６頁をご参照ください。 
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１.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び連結子会社３社で構成されており飲食事業等を営んでおります。 

当社の事業内容及び当該事業における当社及び関係会社の位置づけは次のとおりであります。 

１.レストラン事業 

【㈱焼肉屋さかい】 

主力の焼肉業態「焼肉屋さかい」・「炭火焼肉屋さかい」・「焼肉にっぱちさかい」等の直営店の経営及びフラ

ンチャイズチェーン本部の運営を行っております。また、焼肉業態以外にも、鶏料理業態「とりバックス」や

ファーストフード業態の「ポテッち」の経営を展開しております。 

【㈱まるさ水産】 

鮮魚料理をメインとした郊外型レストラン業態「鮮魚料理まるさ水産」の直営店の経営を行っております。 

【㈱オリパ】 

オリエンタルテイストとファーストフード的なパスタを特徴としたカフェ業態を展開しておりましたが、平

成16年１月に㈱焼肉屋さかいにその営業権を譲渡し、平成16年９月に清算いたしました。 

２.不動産事業 

【㈱焼肉屋さかい】 

自社ビル、遊休資産の有効活用による賃貸事業の他、フランチャイジーへの転リース及び子会社に対する業

務サービス事業を行っております。 

３.その他事業 

【さかい食品㈱】 

厳選素材によるキムチをメインとした漬物、たれ及びドレッシングの製造・販売を行っております。また、

「身体・心・環境」にやさしいオリジナル商品開発へと幅広く展開しております。 

４.事業系統図 

一 般 顧 客 

                           （商品販売）        （商品販売）                    （商品販売）  （商品販売） 

 

 

 

                                           食材等販売               ロイヤリティ 

                                           経営指導等               等収入 

 

 
 

 

 

 

(注)  ※     連結子会社 

            資本関係 

            社員の出向・不動産の賃貸等 

            漬物・調味料等の製造販売 

※ ㈱まるさ水産 

※ ㈱オリパ 

※ さかい食品㈱ 

ＦＣ加盟店 

当  社 
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２.経 営 方 針 

(１) 経営の基本方針 

当社は、「『歓び、輝き、人とともに』 人間的で顧客に愛され 永遠に発展する躍動的な企業をめざす」を企

業理念に置き、食の世界を通じて｢お客様、株主様、フランチャイズ加盟店様、お取引先様、従業員、地域社会、

自然環境｣の７つの方向に「朝日の輝き」を提供する（朝日のロゴマーク）ことをモットーとしております。 

安全、安心、健康でおいしい商品をリーズナブルな価格で提供することが、当社における商品政策の第一義で

あり、同時に店舗運営におきましてはエンターテインメント性も追求し、常にお客様の立場に立った楽しく、く

つろげるサービスを心がけております。 

 

(２) 利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、業績の状況に合わせ安定的な利益還元を重要な課題と考えつつ、事業展開の伸長に

備えるための内部留保の充実も考え合わせ決定する方針であります。 

 

(３) 中長期的な会社の経営戦略 

主力の焼肉業態であります「焼肉屋さかい」「炭火焼肉屋さかい」「焼肉にっぱちさかい」の直営店舗経営並び

にフランチャイズ展開は、今後とも全国をターゲットにした積極的な多店舗展開を進めてまいります。中期的に

直営店は、首都圏から近畿圏を結ぶ東海道ベルト地帯を重要な出店地域とし、その他の地域はフランチャイズを

中心として出店戦略を遂行してまいります。 

さらに、既存業態で培った様々なノウハウを基に新業態の展開を行っており、焼肉業態におけるフルラインア

ップ戦略と並び、鶏料理を主体とした総合レストラン業態｢とりバックス｣の出店とフランチャイズ展開を行って

おります。また、当中間期におきましては、当社として初めてのファーストフード業態となる「ポテッち」を愛

知県安城市にオープンいたしました。同店舗は開業以来、業績も順調に推移しており、早期のフランチャイズパ

ッケージ化を通じ、当社のビジネスの一つの柱として育ててまいりたいと考えております。 

子会社にて運営致しております鮮魚料理をメインとした郊外型レストラン業態の「鮮魚料理まるさ水産」につ

きましては、東海地区、神奈川県下を中心に店舗も12店まで増え順調に業容を拡大しております。今後はマーケ

ットに合せたメニュー展開、利用動機の提供を可能にするよう、業態の幅や、完成度を高め、事業の収益性の向

上をはかってまいりたいと考えております。 

引き続き、単一業態での事業展開に対するリスクヘッジとして、第２、第３の柱を育成することを重要なテー

マとして、食のコングロマリット化へ向けて果敢にチャレンジしてまいりたいと考えております。 

また、川上戦略として、さかい食品㈱を中心としたメーカー・商社機能の領域へのアプローチも、食に関する

産業化の道として重要なテーマと捉えており、安全・安心面を含めて「産地からお客様まで」のすべてのプロセ

スにおける仕組み作りに取り組んでいきたいと考えております。 

 

(４) 対処すべき課題 

昨年末に発生した米国ＢＳＥ問題に関連する一連の対応として、既に豪州産牛肉への転換、使用量の確保とい

った物量的な対応を完了し、従来と比べても遜色ないメニューを回復しております。今後は、より高品質でかつ

日本人の味覚に合った牛肉の調達、新しい食材(部位)にあわせた調理法の開発といったソフトの面からの品質追

求を推進してまいります。本年１月以降積み重ねてきた新しい食材の調達活動や新メニューの開発業務を通じ、

ノウハウの蓄積をなお一層進めてまいります。 

店舗の運営につきましては、引き続き直営店の出店は抑制し、上述のノウハウの確実な伝播、既存店の収益改

善に努めてまいります。また顧客管理を活かした効率の良い販促活動や、楽しいプロモーションをより強化し、
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売上水準の向上、収益の回復を目指してまいります。 

フランチャイズ事業につきましては、新業態による新規加盟の開拓、既存焼肉業態のブラッシュアップを通じ

た潜在需要への対応を進めてまいります。 

以上のような方針・施策のもと、持てる経営資源をフル活用し、業績を回復基調に載せ、今後の発展、成長の

基礎固めを推進してまいります。 

 

(５) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社は、近年企業におけるコーポレート・ガバナンスに対する社会的重要性が叫ばれる中、効率的かつ健全

な企業経営を可能にするシステムと、経営環境の変化に対応できる組織体制を構築するため、株主を中心とし

た利害関係者に対して、迅速な意思決定の維持・向上に努め、公正で透明性の高い経営を遂行することを重要

施策と考えております。 

 

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

ａ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

取締役は少数で構成されており、社外取締役は選任しておりません。会社の意思決定機関としての取締役会

は、原則として月２回定期的に開催し、経営の基本方針並びに商法に基づく重要な経営活動について決議して

おります。 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名を選任、内３名が社外監査役であります。常時１名の監査

役が執務しており、取締役会には必ず出席し、取締役会の職務執行を監視できる体制となっております。さら

に当社は、経営の健全化を推し進めるため、業務部門から独立した内部監査室を設置し、内部牽制としての機

能の充実も図っております。 

当社は、法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断について必要に応じてアドバイスをお願いして

おります。 

また、公認会計士による監査は監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を期末に偏ることなく期中にお

いても定期的に受けております。 

 

ｂ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社は、社外取締役を選任しておりません。社外監査役と当社との人的関係等の利害関係はありません。 

 

ｃ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当社は、従前より執行役員制度を導入しており、執行役員による業務執行機能を充実させ、現場の意見を経

営に反映させることによって、より機能的かつ迅速な意思決定が行えるよう努めています。 

 

ｄ.社内における企業倫理・法令遵守体制確立に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

社長を委員長とし、各部門からの委員で構成するコンプライアンス委員会を従前より設置（常設）致してお

ります。同委員会を定期的に開催し、社内の諸問題について対応を協議解決する機関とし活用することで、社

内の企業倫理と法令遵守体制が確立されるよう努めています。 
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３.経営成績及び財政状態 

Ⅰ. 経 営 成 績 

(１) 当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、大企業の収益回復が進み、大企業の賞与が上昇に転じるなど

明るい兆しも見えましたが、大手金融機関での合併問題やプロ野球再編をめぐる問題など、消費者の関心が高

い大型経済事件も相次ぎ、引き続き消費者心理の全面的な回復には至りませんでした。 

外食業界におきましては、こういった一般要因に加え、商盛期に当たる７月、８月前半に続いた猛暑による

外出の手控えや、８月後半のアテネオリンピック、サッカーワールドカップ一次予選も大詰めを迎えるなど、

来店客数に大きな影響を与える現象、イベントが重なりました。回復を懸けた９月、10月にも週末にかけて記

録的な大型台風が連続して日本列島に上陸するなど、売上確保にとって、非常に厳しい環境を強いられました。 

こうした状況の下、当企業集団につきましては、昨年12月より続いている米国産牛肉の輸入停止に対する豪

州牛を中心とした代替食材の確保、メニュー改編等の対応を完了し、お客様の来店をお迎えする体制を整えて

参りました。米国牛に比べ大きなブロックで納品される豪州牛への切り替えに伴い、カッティングの難度が上

がりましたが、当社では創業以来蓄積してきた「チルド肉を各店舗で手切りする」という独自のノウハウを活

かし、ロスを極力抑えながら、従来と同等の味が確保できるよう注力して参りました。しかしながら、米国産

牛肉の輸入停止が長期化する中、豪州牛の価格は高止まり傾向にあり、台風被害による野菜の品薄、価格上昇

とも併せ、商品原価が大きく圧迫される結果となりました。新たな調理法、食材に対応するための店舗オペレ

ーションコストも嵩み、前期に比べ人件費が上昇、営業損失を拡大する要因となりました。 

こうした単一業態偏重のリスク対策として、当中間期に当社として初めてのファーストフード業態「ポテッ

ち」を新規出店いたしました。同業態は７月の開店以来、業績も順調に推移しており、フランチャイズ事業展

開に向けた準備を進めております。 

また、鶏料理レストラン「とりバックス」につきましては、鳥インフルエンザの影響も一段落し、売上も順

調に回復、安定した収益を見せております。 

子会社㈱まるさ水産で運営しております鮮魚料理専門店の「鮮魚料理まるさ水産」は、オープンと閉店を１

店舗づつ行った結果、当中間期末店舗数は12店舗で、売上高８億17百万円(前年同期比15.6％減)と計画を若干

下回る状況となっておりますが、メニュー構成の見直しと収益性の改善を行い、引き続き当社の目指す「食の

コングロマリット戦略」の柱の一つに育ててまいりたいと注力しております。 

店舗数につきましては、焼肉業態６店（全てフランチャイズ店舗）、ファーストフード業態「ポテッち」１

店（直営店舗）、鮮魚業態１店（直営店舗）を出店し、不採算店等の８店（内直営店５店舗）を閉鎖したため、

当中間連結会計期間末で232店（内直営店117店舗）となりました。 

これらの活動により、売上高は86億79百万円(前年同期比10.4％減)、経常損失は３億88百万円(前年同期は

経常利益３億89百万円)、中間純損失は５億69百万円(前年同期は中間純利益１億24百万円)となりました。 
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(２) 事業別の実績 

各事業の売上高の概況につきましては、次のとおりであります。 

ただし、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しているため、営業損益の情報については記載しており

ません。 

 

① レストラン事業 

(店舗売上) 

当中間連結会計期間におきましては、売上高は65億72百万円(前年同期比13.9％減)となっております。 

焼肉業態におきましては売上高56億11百万円(前年同期比13.5％減)、鶏料理業態等におきましては売上高

１億32百万円(前年同期比18.3％減)、鮮魚料理業態におきましては売上高８億17百万円(前年同期比14.2％

減)、ファーストフード業態におきましては売上高10百万円となりました。 

(フランチャイジー向売上) 

当中間連結会計期間におきましては、６店舗のフランチャイズ店舗の新規出店(当中間連結会計期間末115

店舗)をしており売上高につきましては15億87百万円(前年同期比12.5％増)となりました。 

(ロイヤリティ等収入) 

当中間連結会計期間におきましては、新規フランチャイズ加盟契約３店舗(前年同期比10店舗減)となり売

上高につきましては４億27百万円(前年同期比21.0％減)となりました。 

② 不動産事業 

当中間連結会計期間におきましては、フランチャイジーへの転リース契約が５店舗契約期間満了となり、

売上高につきましては81百万円(連結相殺後)となりました。(前年同期比6.0％減) 

③ その他事業 

当中間連結会計期間におきましては、漬物等の外販活動をさかい食品㈱でおこなっており、売上高につき

ましては11百万円(連結相殺後)となりました。(前年同期比18.1％減) 

 

(３) 通期の見通し 

米国で発生しましたＢＳＥに伴う米国産牛肉の輸入停止措置に関する行方は、若干の進展を見せたものの依

然として不透明であり、当期においては輸入解禁をおり込まないで予想を策定しております。 

売上回復策としては、11月末よりグランドメニューの大幅な刷新を行い、美味しさ、楽しさを演出してまい

ります。更に新組織で進めてきた従業員教育も浸透し、サービスレベルの向上や原価、人件費のロス率低減を

推進し店舗段階の収益改善を図ってまいります。更に徹底した間接コストの削減、店舗環境にあわせた不採算

店の活性化策も強化し業績の底入れ、反転のための施策を実行してまいります。 

以上のような活動により、下期の黒字化を計画しておりますが、通期業績見通しといたしましては、売上高

172億79百万円(前年同期比5.9％)、経常損失３億23百万円（前年同期は経常利益78百万円)、当期純損失５億

79百万円(前年同期は当期純損失１億90百万円)を計画しております。 
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Ⅱ. 財 政 状 態 

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および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して、

８億49百万円減少し、当中間連結会計期間末には、25億66百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

(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いて営業活動の結果使用した資金は１億24百万円（前年同期は得られた資金５億26

百万円）となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純損失が７億１百万円と前年同期と比べ、９億56百万円と大幅に利益が減少

したことによるものであります。 

 

(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いて投資活動の結果使用した資金は２億55百万円（前年同期比67.0％減）となりま

した。 

これは主に、当面の直営店舗の出店数を抑制するなど有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ４億

41百万円減少したことによるものであります。 

 

(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いて財務活動の結果使用した資金は４億69百万円（前年同期比27.0％増）となりま

した。 

これは主に、長期借入金の返済による支出が前年同期に比べ７億87百万円減少したものの、設備投資の抑制

で、長期借入金による収入が前年同期に比べ14億82百万円減少したことによるものであります。 
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４ 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15年10月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成16年10月20日) 

前連結会計年度の要約連結貸借対照表 
(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   2,029,930   2,582,361   3,439,580  

２ 受取手形及び売掛金   609,375   777,711   823,786  

３ たな卸資産   113,488   208,443   191,815  

４ 繰延税金資産   105,292   190,025   92,858  

５ その他   307,536   288,143   361,231  

貸倒引当金   △33,821   △123,708   △43,654  

流動資産合計   3,131,801 19.6  3,922,977 24.4  4,865,618 28.3 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物 ※２ 5,931,943   5,508,015   5,721,100   

(2) 機械装置及び運搬具  7,648   6,253   6,728   

(3) 器具及び備品  480,095   400,290   437,811   

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

(5) 建設仮勘定  13,659 9,993,146 62.7 27,606 9,247,446 57.6 28,226 9,499,146 55.2 

２ 無形固定資産   146,274 0.9  145,019 0.9  147,971 0.9 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  154,576   131,008   185,379   

(2) 長期貸付金  287,482   323,074   305,444   

(3) 長期前払費用  138,441   245,088   127,817   

(4) 繰延税金資産  265,000   359,076   263,135   

(5) 差入保証金  1,737,226   1,689,485   1,706,505   

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

貸倒引当金  △190,976 2,669,407 16.7 △175,113 2,736,541 17.1 △113,968 2,684,459 15.6 

固定資産合計   12,808,828 80.3  12,129,007 75.6  12,331,577 71.7 

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費   7,750   2,583   5,166  

繰延資産合計   7,750 0.1  2,583 0.0  5,166 0.0 

資産合計   15,948,380 100.0  16,054,568 100.0  17,202,362 100.0 
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  前中間連結会計期間末 

(平成15年10月20日) 
当中間連結会計期間末 
(平成16年10月20日) 

前連結会計年度の要約連結貸借対照表 
(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 支払手形及び買掛金   561,161   572,896   574,584  

２ 短期借入金 ※２  3,460,460   4,351,610   5,863,460  

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

４ 未払金   170,179   177,875   199,261  

５ 未払費用   498,395   465,237   473,800  

６ 未払法人税等   172,838   51,585   37,451  

７ 未払消費税等   100,376   26,718   116,182  

８ 賞与引当金   109,900   87,000   87,000  

９ 割賦未実現利益   3,655   2,027   2,816  

10 その他   43,939   39,645   13,619  

流動負債合計   5,220,906 32.8  5,874,595 36.6  7,468,176 43.4 

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 48.0  8,067,846 50.2  6,967,282 40.5 

負債合計   12,881,549 80.8  13,942,442 86.8  14,435,458 83.9 

(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   1,265,317 7.9  1,269,088 7.9  1,268,406 7.4 

Ⅲ 利益剰余金   1,077,378 6.7  138,762 0.8  762,257 4.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   32,603 0.2  10,027 0.1  42,274 0.2 

Ⅴ 自己株式   △165,465 △1.0  △166,520 △1.0  △166,119 △0.9 

資本合計   3,066,830 19.2  2,112,125 13.2  2,766,903 16.1 

負債及び資本合計   15,948,380 100.0  16,054,568 100.0  17,202,362 100.0 
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② 中間連結損益計算書 
 

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

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

前連結会計年度の要約連結損益計算書 
(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   9,688,299 100.0  8,679,553 100.0  18,355,526 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,297,494 34.0  3,341,522 38.5  6,417,188 35.0 

売上総利益   6,390,805 66.0  5,338,031 61.5  11,938,337 65.0 

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   6,392,112 66.0  5,338,819 61.5  11,940,483 65.0 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  5,944,836 61.4  5,677,976 65.4  11,750,964 64.0 

営業利益又は 
営業損失(△)   447,275 4.6  △339,156 △3.9  189,519 1.0 

Ⅴ 営業外収益           

１ 受取利息  12,334   13,008   24,916   

２ 受取配当金  241   359   341   

３ 保険金収入  14,882   11,334   24,452   

４ 寮社宅収入  41,268   54,242   78,066   

５ 器具備品受贈益  4,466   ―   5,632   

６ その他  6,381 79,574 0.8 18,781 97,726 1.1 23,908 157,317 0.9 

Ⅵ 営業外費用           

１ 支払利息  109,562   114,099   228,725   

２ 支払手数料  ―   18,272   ―   

３ その他  28,237 137,799 1.4 14,618 146,990 1.7 39,697 268,422 1.5 

経常利益又は 
経常損失(△)   389,050 4.0  △388,419 △4.5  78,414 0.4 

Ⅶ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ ―   ―   27,825   

２ 投資有価証券売却益  ―   ―   10,350   

３ 受取補償金 ※３ 58,240 58,240 0.6 ― ― ― 58,240 96,415 0.5 

Ⅷ 特別損失           

１ 固定資産除売却損 ※４ 179,900   109,739   289,963   

２ 賃借契約解約損  12,531   59,285   29,711   

３ 関係会社株式売却損  ―   ―   3,000   

４ 貸倒引当金繰入額  ― 192,432 2.0 143,813 312,838 3.6 ― 322,675 1.7 

税金等調整前中間純利益又は 
税金等調整前中間(当期)純損失(△)   254,857 2.6  △701,258 △8.1  △147,845 △0.8 

法人税、住民税 
及び事業税  179,158   38,816   84,144   

法人税等調整額  △42,954 136,204 1.4 △170,983 △132,167 △1.5 △35,522 48,622 0.2 

少数株主損失   △5,795 △0.1  ― ―  △5,795 △0.0 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)   124,449 1.3  △569,090 △6.6  △190,672 △1.0 
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③ 中間連結剰余金計算書 
 

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

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

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,265,075  1,268,406  1,265,075 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

新株予約権等の 
権利行使による増加  242 242 682 682 3,330 3,330 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高   1,265,317  1,269,088  1,268,406 

        

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,007,187  762,257  1,007,187 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

中間純利益  124,449 124,449 ― ― ― ― 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金  54,257  54,403  54,257  

２ 中間(当期)純損失  ― 54,257 569,090 623,494 190,672 244,930 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高   1,077,378  138,762  762,257 
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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15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間純利益又は 
  税金等調整前中間(当期)純損失(△)  254,857 △701,258 △147,845 

２ 減価償却費  430,012 391,560 885,490 
３ 差入保証金償却額  18,019 19,146 36,716 
４ 賞与引当金の増減額 
  (減少：△)  △2,000 ― △24,900 

５ 役員退職慰労引当金の 
  増減額(減少：△)  △3,836 ― △3,836 

６ 貸倒引当金の増減額 
  (減少：△)  △30,222 141,199 △97,397 

７ 受取利息及び受取配当金  △12,575 △13,367 △25,257 
８ 支払利息  109,562 114,099 228,725 
９ 固定資産除売却損  179,900 109,739 289,963 
10 固定資産売却益  ― ― △27,825 
11 投資有価証券売却益  ― ― △10,350 
12 関係会社株式売却損  ― ― 3,000 
13 賃借契約解約損  12,531 59,285 29,711 
14 器具備品受贈益  △4,466 ― △5,632 
15 売上債権の増減額 
  (増加：△)  87,889 50,213 △47,901 

16 たな卸資産の増減額 
  (増加：△)  △939 △16,628 △79,266 

17 仕入債務の増減額 
  (減少：△)  △67,524 △1,687 △54,101 

18 未払消費税等の増減額 
  (減少：△)  △15,175 △89,463 631 

19 預り保証金の増減額 
  (減少：△)  79,214 4,194 99,583 

20 その他  △113,520 △158,152 △100,177 
小計  921,727 △91,119 949,329 

21 利息及び配当金の受取額  8,305 7,954 16,235 
22 利息の支払額  △107,628 △108,171 △227,160 
23 法人税等の支払額(△)又は 
  還付額  △295,421 66,475 △440,057 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  526,982 △124,859 298,347 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
 (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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー     

１ 定期預金等の預入による 
  支出  △9,900 △9,700 △20,000 

２ 定期預金等の払戻による 
  収入  7,200 17,800 22,600 

３ 有形固定資産の取得による 
  支出  △678,786 △237,154 △1,131,366 

４ 有形固定資産の売却による 
  収入  10,000 ― 428,647 

５ 投資有価証券の取得による 
  支出  △20,375 ― △68,892 

６ 投資有価証券の売却による 
  収入  ― ― 24,600 

７ 関係会社株式の売却による 
  収入  ― ― 17,000 

８ 出資金の取得による支出  ― ― △16,000 

９ 出資金の返還による収入  ― 16,000 ― 

10 差入保証金の差入による 
  支出  △71,819 △18,636 △150,182 

11 差入保証金の返還による 
  収入  17,626 13,931 107,177 

12 貸付けによる支出  △24,600 △46,000 △47,345 
13 貸付金の回収による収入  27,095 10,885 39,617 
14 その他の投資による支出  △29,832 △2,286 △30,454 
投資活動による 
キャッシュ・フロー  △773,391 △255,160 △824,599 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の純増減額 
  (減少：△)  △1,625,000 △1,030,000 1,155,000 

２ 長期借入れによる収入  3,677,700 2,195,000 4,277,700 
３ 長期借入金の返済による 
  支出  △2,318,330 △1,530,480 △3,959,060 

４ 社債の償還による支出  △50,000 △50,000 △100,000 
５ 株式の発行による収入  484 1,365 6,661 
６ 自己株式の取得による支出  ― △400 △654 
７ 配当金の支払額  △54,257 △54,582 △54,257 
財務活動による 
キャッシュ・フロー  △369,403 △469,098 1,325,389 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (減少：△)  △615,812 △849,119 799,137 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高  2,616,443 3,415,580 2,616,443 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 ※１ 2,000,630 2,566,461 3,415,580 
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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15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

①連結子会社数 ３社 
  連結子会社の名称 
   さかい食品株式会社 
   株式会社まるさ水産 
   株式会社オリパ 

①連結子会社数 ３社 
  連結子会社の名称 
   さかい食品株式会社 
   株式会社まるさ水産 
   株式会社オリパ 

①連結子会社数 ３社 
  連結子会社の名称 
   さかい食品株式会社 
   株式会社まるさ水産 
   株式会社オリパ 

 ②非連結子会社数 １社 
  株式会社ライジングサン
エンタテイメント 

  (連結の範囲から除いた理
由) 

   非連結子会社は、小規
模であり、総資産、売上
高、中間純損益(持分に
見合う額)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。 

②非連結子会社数 
該当事項はありません。 

②非連結子会社数  
同左 

２ 持分法の適用に関す
る事項 

持分法を適用していない非連
結子会社 
 株式会社ライジングサンエ
ンタテイメント 
 (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、中間純損
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
ためであります。 

非連結子会社及び関連会社は
ありません。 

同左 

３ 連結子会社の中間決
算日(決算日)等に関
する事項 

連結子会社の中間期の末日
は、中間連結決算日と一致し
ております。 

同左 連結子会社の事業年度の末日
は、連結決算日と一致してお
ります。 

４ 会計処理基準に関す
る事項 

１ 重要な資産の評価基準及
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 
  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) 

１ 重要な資産の評価基準及
び評価方法 

 (1) 有価証券 
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) 

１ 重要な資産の評価基準及
び評価方法 

 (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) 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

  (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製品・仕掛品 
    総平均法による原価

法 

  ②製品・仕掛品 
同左 

  ②製品・仕掛品 
同左 

   ③貯蔵品 
    最終仕入原価法によ

る原価法 

  ③貯蔵品 
同左 

  ③貯蔵品 
同左 

    
 ２ 重要な減価償却資産の減

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。 

     建物及び構築物 
２年～50年 

     器具及び備品 
２年～15年 

２ 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
同左 

２ 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

 (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 

    
 ３ 重要な引当金の計上基準 

 (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。 

３ 重要な引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 重要な引当金の計上基準 
 (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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

  (3) 役員退職慰労引当金 
    提出会社について

は、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 重要なリース取引の処理

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。 

４ 重要なリース取引の処理
方法 

同左 

４ 重要なリース取引の処理
方法 

同左 

    
 ５ 重要なヘッジ会計の方法 

 (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。 

５ 重要なヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

５ 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) 
   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 
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

 ６ その他中間連結財務諸表
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。 

６ その他中間連結財務諸表
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 
同左 

６ その他連結財務諸表作成
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。 

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 

 中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金(現金及
び現金同等物)は、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ヶ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  連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び現
金同等物)は、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
ヶ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。 

 

表示方法の変更 
 

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

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

――― (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｢その他｣に含め
て表示しておりました｢支払手数料｣(前中間連結会計期間3,252
千円)については営業外費用の総額の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。 

 

追加情報 
 

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

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

前連結会計年度 
(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、当中間連結会
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
及び税金等調整前中間純損失が同額増加
しております。 

――― 
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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15年10月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成16年10月20日) 

前連結会計年度末 
(平成16年４月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,068,595千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,776,323千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,432,252千円 

   
※２ 担保提供資産 

建物及び 
構築物 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 
短期借入金 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 
建物及び 
構築物 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 1,748,910千円
長期借入金 4,014,140千円
計 5,763,050千円 

※２ 担保提供資産 
建物及び 
構築物 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 2,350,280千円
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     ――― 

 
(中間連結損益計算書関係) 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
給与手当 2,043,080千円
賞与引当金 
繰入額 108,000千円

貸倒引当金 
繰入額 546千円

賃借料 1,124,268千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
給与手当 1,965,417千円
賞与引当金 
繰入額 87,000千円

貸倒引当金 
繰入額 7,179千円

賃借料 1,118,317千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
給与手当 4,101,746千円
賞与引当金 
繰入額 87,000千円

貸倒引当金 
繰入額 8,235千円

賃借料 2,233,910千円    
※２     ――― 
 

※２     ――― 
 

※２ 固定資産売却益の内訳 
建物及び 
構築物 27,825千円

計 27,825千円    
※３ 受取補償金の内訳 

店舗の退店・
移転等による
補償金 

58,240千円

 

※３     ――― 
 

※３ 受取補償金の内訳 
店舗の退店・
移転等による
補償金 

58,240千円

    
※４ 固定資産除売却損の内訳 
   固定資産売却損 

器具及び備品 2,415千円
  
   固定資産除却損 

建物及び 
構築物 150,056千円

器具及び備品 12,972千円
撤去費用 14,455千円
計 177,485千円 

※４ 固定資産除売却損の内訳 
   固定資産除却損 

建物及び 
構築物 96,770千円

器具及び備品 1,224千円
撤去費用 11,745千円
計 109,739千円 

※４ 固定資産除売却損の内訳 
   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 

建物及び 
構築物 202,706千円

器具及び備品 14,828千円
長期前払費用 7,883千円
撤去費用 26,311千円
計 251,729千円 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

※１ 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 

(平成15年10月20日) 
現金及び 
預金勘定 2,029,930千円

預入期間が 
３ヶ月を超え
る定期預金・ 
定期積金 

△29,300千円

現金及び 
現金同等物 2,000,630千円

  

※１ 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 

(平成16年10月20日) 
現金及び 
預金勘定 2,582,361千円

預入期間が 
３ヶ月を超え
る定期預金・ 
定期積金 

△15,900千円

現金及び 
現金同等物 2,566,461千円

  

※１ 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 

(平成16年４月20日) 
現金及び 
預金勘定 3,439,580千円

預入期間が 
３ヶ月を超え
る定期預金・ 
定期積金 

△24,000千円

現金及び 
現金同等物 3,415,580千円
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(リース取引関係) 
 

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

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

前連結会計年度 
(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 

 

機械装置 
及び 
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 

84,538  1,963,236  272,381  2,320,156 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

42,473  1,050,834  180,068  1,273,376 

中間 
期末 
残高 
相当額 

42,064  912,401  92,313  1,046,779 

 

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 

 

機械装置 
及び 
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 

81,372  1,966,623  298,049  2,346,046 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

49,922  1,185,259  232,889  1,468,072 

中間 
期末 
残高 
相当額 

31,450  781,364  65,159  877,974 

 

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 

 

機械装置 
及び 
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 

85,832  1,711,686  272,567  2,070,086 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

47,778  977,622  204,476  1,229,877 

期末 
残高 
相当額 

38,054  734,064  68,090  840,208 

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 
１年内 444,962千円
１年超 644,640千円
計 1,089,603千円

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当
額 
１年内 393,151千円
１年超 515,931千円
計 909,082千円

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 390,931千円
１年超 485,237千円
計 876,169千円

 
 (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 258,184千円 
減価償却費 
相当額 234,183千円 

支払利息 
相当額 19,291千円 

 

 (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 256,483千円 
減価償却費 
相当額 233,738千円 

支払利息 
相当額 14,875千円 

 

 (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 470,223千円 
減価償却費 
相当額 425,547千円 

支払利息 
相当額 33,218千円 

 
 (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
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成15年10月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 79,835 134,576 54,740 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 79,835 134,576 54,740 

(注) その他有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄につい
て一律減損処理するとともに、時価の簿価に対する下落率が30％以上50％未満の銘柄については信用リスクや過去の時価の
推移等を総合的に検討し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
 

内容 中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

子会社株式  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 20,000 

 

当中間連結会計期間末(平成16年10月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 114,102 131,008 16,906 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 114,102 131,008 16,906 

(注) その他有価証券の減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄につい
て一律減損処理するとともに、時価の簿価に対する下落率が30％以上50％未満の銘柄については信用リスクや過去の時価の
推移等を総合的に検討し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理しております。 
なお、当中間連結会計期間におきましては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  該当事項はありません。 
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前連結会計年度末(平成16年４月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 114,102 185,379 71,276 

債券 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合計 114,102 185,379 71,276 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。その他有価証券の減損処理にあたっては、連結決算日における時
価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理するとともに、時価の簿価に対する下落率が30％以上50％
未満の銘柄については信用リスクや過去の時価の推移等を総合的に検討し、時価の回復可能性が認められないと判断される
銘柄を減損処理しております。 
なお、当連結会計年度におきましては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成15年10月20日) 

デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末(平成16年10月20日) 

デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度末(平成16年４月20日) 

デリバティブ取引については全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 
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(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15年４月21日 至 平成15年10月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「レストラン事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類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16年４月21日 至 平成16年10月20日) 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「レストラン事業」の割合がいずれも90％

を超えているため、事業の種類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15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「レストラン事業」の

割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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

本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありませんので、該当事項はありません。 

 

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

本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありませんので、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 

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

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(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 565.12円 388.16円 508.59円 

１株当たり中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 22.93円 △104.60円 △35.12円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 22.87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 
前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

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

前連結会計年度 
(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) 124,449 △569,090 △190,672 

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) 124,449 △569,090 △190,672 

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) 
 

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

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

前連結会計年度 
(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。 

 



 26 

(事業別販売実績) 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成15年10月20日) 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

店 舗 売 上 7,636,198 78.8 6,572,011 75.7 14,261,277 77.7 

フランチャイジー向売上 1,410,544 14.6 1,587,436 18.3 2,787,812 15.2 

レ
ス
ト
ラ
ン
事
業 ロイヤリティ等収入 540,881 5.6 427,213 4.9 1,107,479 6.0 

 合        計 9,587,623 99.0 8,586,661 98.9 18,156,569 98.9 

不  動  産  事  業 86,312 0.9 81,129 1.0 175,445 1.0 

そ  の  他  事  業 14,363 0.1 11,762 0.1 23,511 0.1 

合     計 9,688,299 100.0 8,679,553 100.0 18,355,526 100.0 

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
２ レストラン事業の店舗売上とは、直営店舗における売上高であり、フランチャイジー向売上とは、ＦＣ店舗に対する食
材等の卸売上であります。 

３ 不動産事業の売上高は、フランチャイジーへの転リース料等であります。 
４ その他事業の売上高は、さかい食品㈱での漬物・飲料水等の外販による売上であります。 

 


