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平成平成平成平成    17171717    年年年年    ４４４４    月期月期月期月期            個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要        平成 17年 ６月 ３日 

会 社 名        株式会社 焼肉屋さかい         上場取引所    ＪＱ 
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 17年 ６月 ３日   中間配当制度の有無  有 
配当支払開始予定日  平成 ―年 ―月 ―日  定時株主総会開催日  平成 17年 ７月 14日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 
 
１．17年４月期の業績（平成 16年 ４月 21日～平成 17年 ４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    ％ 

17年４月期 15,656 （ △6.2） △134 （  ― ） △255 （  ― ） 
16年４月期 16,699 （   2.5）  192 （△78.4）   88 （△89.5） 
 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり当期純利益 

株 主 資 本       
当期純利益率 

総 資 本      
経常利益率 

売 上 高      
経常利益率 

 百万円    ％   円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 
17年４月期 △578 （ ― ） △106 25 ― ― △23.0 △1.6 △1.6 
16年４月期 △199 （ ― ） △ 36 83 ― ― △ 6.8  0.5  0.5 
(注)①期中平均株式数      17年４月期   5,442,186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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
④当事業年度及び前事業年度は、当期純損失のため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は算出しておりま
せん。 

 
(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 
17年４月期  0 00 0 00  0 00 ― ― ― 
16年４月期 10 00 0 00 10 00 54 ― 1.9 
 
(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 

17年４月期 14,290 2,198 15.4 403 66 
16年４月期 17,134 2,832 16.5 520 73 
(注)①期末発行済株式数   17年４月期   5,445,700株   16年４月期   5,440,380株 
②期末自己株式数    17年４月期    181,300株   16年４月期    180,920株 

 
２．18年４月期の業績予想（平成 17年 ４月 21日～平成 18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 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中間期  7,820  82 △1,160 0 00 ――― ――― 
通 期 15,590 190 △1,130 ――― 0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) △207円 50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 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
 

第24期 
(平成16年４月20日) 

第25期 
(平成17年４月20日) 対前年比 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

(資産の部)         
Ⅰ 流動資産         
 １ 現金及び預金   3,231,099   2,486,425  △744,673 
 ２ 売掛金   822,036   871,144  49,107 
 ３ 割賦売掛金   14,038   6,738  △7,300 
 ４ 商品   87,120   68,049  △19,070 
 ５ 原材料   71,138   99,276  28,137 
 ６ 貯蔵品   2,134   1,369  △765 
 ７ 前払費用   133,663   131,086  △2,577 
 ８ 繰延税金資産   101,158   107,274  6,116 
 ９ 短期貸付金   82,790   83,899  1,109 
 10 関係会社短期貸付金   87,912   150,000  62,088 
 11 未収入金   62,636   78,077  15,440 
 12 その他   109,024   4,534  △104,490 
 13 貸倒引当金   △63,654   △255,152  △191,498 
   流動資産合計   4,741,099 27.7  3,832,723 26.8 △908,375 
Ⅱ 固定資産         
 １ 有形固定資産         
  (１) 建物 ※１ 7,283,638   6,685,815    
    減価償却累計額  2,250,583 5,033,055  2,579,600 4,106,214  △926,840 
  (２) 構築物  993,046   971,390    
    減価償却累計額  358,802 634,243  438,490 532,900  △101,343 
  (３) 機械及び装置  1,650   1,650    
    減価償却累計額  1,371 278  1,434 215  △63 
  (４) 車両運搬具  7,585   7,585    
    減価償却累計額  7,205 379  7,205 379  ― 
  (５) 器具及び備品  1,177,418   1,214,270    
    減価償却累計額  742,172 435,245  885,837 328,432  △106,812 
  (６) 土地 ※１  3,305,280   2,741,699  △563,580 
  (７) 建設仮勘定   28,226   1,837  △26,388 
   有形固定資産合計   9,436,709 55.1  7,711,680 54.0 △1,725,029 
 ２ 無形固定資産         
  (１) 借地権   101,636   108,813  7,177 
  (２) ソフトウェア   13,197   8,978  △4,218 
  (３) 電話加入権   19,491   19,564  72 
  (４) 施設利用権   11,435   19,487  8,052 
   無形固定資産合計   145,760 0.8  156,845 1.1 11,084 
 ３ 投資その他の資産         
  (１) 投資有価証券   185,379   202,779  17,399 
  (２) 関係会社株式   100,000   10,000  △90,000 
  (３) 出資金   16,030   30  △16,000 
  (４) 長期貸付金   305,444   268,806  △36,638 
  (５) 破産更生債権等   73,607   160,200  86,592 
  (６) 長期前払費用   127,817   213,838  86,021 
  (７) 繰延税金資産   287,082   257,977  △29,105 
  (８) 差入保証金   1,704,167   1,631,583  △72,583 
  (９) その他   120,507   102,311  △18,196 
  (10) 貸倒引当金   △113,968   △257,944  △143,976 
   投資その他の資産合計   2,806,068 16.4  2,589,583 18.1 △216,484 
   固定資産合計   12,388,538 72.3  10,458,109 73.2 △1,930,429 
Ⅲ 繰延資産         
    社債発行費   5,166   ―  △5,166 
   繰延資産合計   5,166 0.0  ―  △5,166 
   資産合計   17,134,804 100.0  14,290,832 100.0 △2,843,971 
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  第24期 
(平成16年４月20日) 

第25期 
(平成17年４月20日) 対前年比 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 買掛金   523,861   536,797  12,936 

 ２ 短期借入金 ※１  3,480,000   825,000  △2,655,000 
 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金 ※１  2,383,460   2,177,010  △206,450 

 ４ 一年以内償還予定社債   100,000   100,000  ― 

 ５ 未払金   182,920   167,773  △15,147 

 ６ 割賦未払金   1,272   ―  △1,272 

 ７ 未払費用   430,853   401,389  △29,463 

 ８ 未払法人税等   35,381   146,241  110,860 

 ９ 未払消費税等   93,093   55,862  △37,230 

 10 前受金   7,336   5,617  △1,718 

 11 預り金   210   11,151  10,941 

 12 前受収益   5,265   4,831  △434 

 13 賞与引当金   87,000   60,000  △27,000 

 14 割賦未実現利益   2,816   1,351  △1,464 

 15 その他   1,094   388  △706 

   流動負債合計   7,334,565 42.8  4,493,415 31.4 △2,841,150 

Ⅱ 固定負債         

 １ 社債   300,000   200,000  △100,000 

 ２ 長期借入金 ※１  6,151,570   6,929,760  778,190 

 ３ 役員退職慰労引当金   113,220   113,220  ― 

 ４ 預り保証金   402,492   356,221  △46,270 

   固定負債合計   6,967,282 40.7  7,599,201 53.2 631,919 

   負債合計   14,301,847 83.5  12,092,617 84.6 △2,209,230 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  860,086 5.0  863,078 6.0 2,992 

Ⅱ 資本剰余金         

   資本準備金  1,268,406   1,271,398    

   資本剰余金合計   1,268,406 7.4  1,271,398 8.9 2,992 

Ⅲ 利益剰余金         

 １ 利益準備金  20,500   20,500   ― 

 ２ 任意積立金         

  (１) 特別償却準備金  1,751   1,313   △437 

  (２) 別途積立金  800,000   600,000   △200,000 
 ３ 当期未処分利益又は 
   当期未処理損失(△)  6,058   △426,128   △432,187 

   利益剰余金合計   828,310 4.8  195,685 1.4 △632,625 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   42,274 0.3  34,670 0.3 △7,603 

Ⅴ 自己株式 ※３  △166,119 △1.0  △166,617 △1.2 △497 

   資本合計   2,832,956 16.5  2,198,215 15.4 △634,741 

   負債・資本合計   17,134,804 100.0  14,290,832 100.0 △2,843,971 
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② 損益計算書 
 

  
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅰ 売上高         
 １ 売上高  15,168,453   14,345,884    
 ２ ロイヤリティ等収入  1,105,282   877,173    
 ３ 不動産等賃貸収入  425,767 16,699,503 100.0 433,862 15,656,920 100.0 △1,042,583 
Ⅱ 売上原価         
 １ 店舗材料及び 
   商品売上原価         

  (１) 店舗材料及び 
    商品期首たな卸高  80,845   158,258    

  (２) 当期店舗材料 
    及び商品仕入高  5,758,461   5,832,533    

     合計  5,839,307   5,990,792    
  (３) 店舗材料及び 
    商品期末たな卸高  158,258   167,325    

   店舗材料及び 
   商品売上原価  5,681,049   5,823,466    

 ２ 不動産等賃貸原価  438,390 6,119,439 36.6 407,680 6,231,146 39.8 111,707 

   売上総利益   10,580,063 63.4  9,425,773 60.2 △1,154,290 

Ⅲ 割賦未実現利益         

   割賦未実現利益戻入  (+)2,146 (+)2,146 (+)0.0 (+)1,464 (+)1,464 (+)0.0 △682 

   割賦販売後総利益   10,582,209 63.4  9,427,237 60.2 △1,154,972 

Ⅳ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費  120,360   45,773    
 ２ 販売促進費  1,000,426   870,546    
 ３ 運賃  522,486   502,622    
 ４ 貸倒引当金繰入額  8,235   7,700    
 ５ 役員報酬  109,788   66,422    
 ６ 給与手当  3,444,190   3,213,281    
 ７ 賞与引当金繰入額  87,000   60,000    
 ８ 福利厚生費  248,131   203,632    
 ９ 採用教育費  103,740   111,833    
 10 旅費交通費  83,723   72,531    
 11 通信費  85,833   57,046    
 12 水道光熱費  629,057   599,562    
 13 消耗品費  293,436   236,135    
 14 修繕費  172,838   204,839    
 15 衛生費  232,630   194,696    
 16 租税公課  95,913   113,618    
 17 賃借料  2,047,813   2,027,344    
 18 減価償却費  719,796   631,235    
 19 その他  384,560 10,389,965 62.3 343,405 9,562,227 61.1 △827,737 
   営業利益又は 
   営業損失(△)   192,244 1.1  △134,989 △0.9 △327,234 
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第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅴ 営業外収益         
 １ 受取利息  27,755   26,572    
 ２ 受取配当金  15,341   1,240    
 ３ 保険金収入  20,569   21,798    
 ４ 寮社宅収入  71,956   99,332    
 ５ 祝金受取額  455   10    
 ６ 器具備品受贈益  5,632   ―    
 ７ その他  22,118 163,828 1.0 32,927 181,882 1.2 18,053 

Ⅵ 営業外費用         

 １ 支払利息  225,055   227,248    

 ２ 社債利息  3,670   2,882    

 ３ 社債発行費償却  5,166   5,166    

 ４ 支払手数料  6,506   39,359    

 ５ その他  27,666 268,064 1.6 27,985 302,643 1.9 34,578 
   経常利益又は 
   経常損失(△)   88,008 0.5  △255,750 △1.6 △343,759 

Ⅶ 特別利益         

 １ 固定資産売却益 ※１ 27,825   616,083    

 ２ 投資有価証券売却益  10,350   ―    

 ３ 受取補償金  58,240 96,415 0.6 ― 616,083 3.9 519,668 

Ⅷ 特別損失         

 １ 固定資産除売却損 ※２ 275,323   218,898    

 ２ 賃借契約解約損  26,012   126,664    
 ３ 関係会社株式評価損  60,000   89,999    

 ４ 関係会社株式売却損  3,000   ―    

 ５ 貸倒引当金繰入額  20,000 384,336 2.3 357,996 793,558 5.1 409,222 

   税引前当期純損失   199,912 1.2  433,225 2.8 △233,313 
   法人税、住民税 
   及び事業税  70,969   116,790    

   法人税等調整額  △70,926 42 0.0 28,204 144,995 0.9 144,952 

   当期純損失   199,955 1.2  578,221 3.7 △378,266 

   前期繰越利益   206,014   152,093  △53,921 
   当期未処分利益又は 
   当期未処理損失(△)   6,058   △426,128  △432,187 
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③ 利益処分案及び損失処理案 
ａ 利益処分案 

 

  
第24期 

(株主総会承認日 
平成16年７月15日) 

第25期 
(株主総会承認予定日 
平成17年７月14日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   6,058  ― 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１ 特別償却準備金取崩額  437  ―  

２ 別途積立金取崩額  200,000 200,437 ― ― 

合計   206,496  ― 

Ⅲ 利益処分額      

配当金  54,403 54,403 ― ― 

Ⅳ 次期繰越利益   152,093  ― 

      
 

ｂ 損失処理案 
 

  
第24期 

(株主総会承認日 
平成16年７月15日) 

第25期 
(株主総会承認予定日 
平成17年７月14日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失   ―  426,128 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

特別償却準備金取崩額  ― ― 437 437 

Ⅲ 次期繰越損失   ―  425,690 
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重要な会計方針 
 

項目 
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

(1) 子会社株式 
   移動平均法による原価法 
 

(1) 子会社株式 
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) その他有価証券(時価のあるもの) 
同左 

２ たな卸資産の評価基準及び
評価方法 

(1) 原材料・商品 
 (a) 店舗 
   最終仕入原価法による原価法 

(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 

 (2) 貯蔵品 
   最終仕入原価法による原価法 

(2) 貯蔵品 
同左 

３ 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 

 (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 

 (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 

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 
 商法施行規則に規定する最長期間(３年
間)で均等償却 

社債発行費 
同左 

５ 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 

 (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 
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項目 
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

 (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 

６ 収益及び費用の計上基準  割賦販売 
 フランチャイジーに対する店舗用設備の
割賦販売に係る売上高は契約金額の総額を
計上し、売上原価も売上高に対応する原価
の総額を計上しております。ただし、次期
以降に収入すべき金額に対応する割賦販売
損益は、割賦未実現利益として繰延処理し
ております。 

同左 

７ 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 

８ 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 

 (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 

 (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 

 (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 

９ その他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。 

消費税等の会計処理 
同左 

 

追加情報 
 

第24期 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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、
当事業年度から｢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、29,544千円増加し、営
業損失、経常損失及び当期純損失が同額増加しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第24期 
(平成16年４月20日) 

第25期 
(平成17年４月20日) 

※１ 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

  

※１ 担保提供資産 
建物 1,290,147千円
土地 2,707,595千円
計 3,997,743千円

    上記に対する債務 
短期借入金 184,100千円
一年以内返済予定長期借入金 1,214,110千円
長期借入金 2,588,040千円
計 3,986,250千円

  
※２ 会社が発行する 
   株式の総数 普通株式 19,120,000株 

   発行済株式の総数 普通株式 5,621,300株 
  

※２ 会社が発行する 
   株式の総数 普通株式 19,120,000株 

   発行済株式の総数 普通株式 5,627,000株 
  

※３ 自己株式の保有数 普通株式 180,920株 
  

※３ 自己株式の保有数 普通株式 181,300株 
  

 ４ 配当制限 
    商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は、42,274千円であ
ります。 

 ４ 配当制限 
    商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は、34,670千円であ
ります。 
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(損益計算書関係) 
 

第24期 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

※１ 固定資産売却益の内訳 
建物 27,825千円
計 27,825千円

  

※１ 固定資産売却益の内訳 
建物 47,588千円
構築物 54千円
器具及び備品 117千円
土地 568,323千円
計 616,083千円

  
※２ 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 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

  

※２ 固定資産除売却損の内訳 
    固定資産売却損 

器具及び備品 2,535千円
電話加入権 56千円
計 2,592千円

 
 
    固定資産除却損 

建物 168,407千円
構築物 20,916千円
器具及び備品 11,049千円
撤去費用 15,932千円
計 216,305千円
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(リース取引関係) 
 

第24期 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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

び期末残高相当額 
 

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 
 

  
器具及び 
備品 
(千円) 

 
車両 
運搬具 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  1,700,590  65,712  270,757  2,037,060 

減価償却累 
計額相当額  974,207  38,985  203,451  1,216,644 

期末残高 
相当額  726,382  26,727  67,306  820,416 

         
  

  
器具及び 
備品 
(千円) 

 
車両 
運搬具 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  1,862,975  55,057  222,745  2,140,777 

減価償却累 
計額相当額  1,219,335  37,166  186,550  1,443,051 

期末残高 
相当額  643,640  17,891  36,194  697,726 

         
  

 (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

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 314,350千円
１年超 409,309千円
計 723,659千円

  
 (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

  

 (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 473,712千円
減価償却費相当額 432,681千円
支払利息相当額 25,942千円

  
 (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 

 (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 

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

 

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 116,400千円
１年超 463,353千円
計 579,753千円

 
 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成16年４月20日現在)及び当事業年度(平成17年４月20日現在)における子会社株式で時価

のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 
 

項目 
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

１ 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 

(1) 流動資産 
繰延税金資産  
賞与引当金 35,400千円 
貸倒引当金 24,994千円 
繰越欠損金 13,315千円 
固定資産除却損 12,698千円 
未払費用 9,791千円 
賃借契約解約損 4,698千円 
その他 4,821千円 
繰延税金資産合計 105,720千円 
  
繰延税金負債  
未収事業税 △4,383千円 
特別償却準備金 △178千円 
繰延税金負債合計 △4,561千円 
繰延税金資産の純額 101,158千円 

  

(1) 流動資産 
繰延税金資産  
貸倒引当金 52,527千円 
固定資産除却損 34,111千円 
賞与引当金 24,414千円 
未払事業税 15,594千円 
賃借契約解約損 11,722千円 
未払費用 7,542千円 
その他 8,476千円 
繰延税金資産小計 154,388千円 
  
評価性引当額 △46,934千円 
繰延税金資産合計 107,453千円 
  
繰延税金負債  
特別償却準備金 △178千円 
繰延税金負債合計 △178千円 
繰延税金資産の純額 107,274千円 

  
 (2) 固定資産 

繰延税金資産  
減価償却費 192,938千円 
役員退職慰労引当金 46,069千円 
貸倒引当金 44,751千円 
関係会社株式評価損 24,414千円 
一括償却資産 8,171千円 
その他 97千円 
繰延税金資産合計 316,441千円 
  
繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △29,002千円 
特別償却準備金 △356千円 
繰延税金負債合計 △29,358千円 
繰延税金資産の純額 287,082千円 

  

(2) 固定資産 
繰延税金資産  
減価償却費 230,964千円 
貸倒引当金 104,109千円 
役員退職慰労引当金 46,069千円 
一括償却資産 4,776千円 
その他 97千円 
繰延税金資産小計 386,017千円 
  
評価性引当額 △104,075千円 
繰延税金資産合計 281,941千円 
  
繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △23,785千円 
特別償却準備金 △178千円 
繰延税金負債合計 △23,964千円 
繰延税金資産の純額 257,977千円 

  
２ 法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率
との間の差異の原因となっ
た主な項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上し
ておりますので、記載を省略しております。 

同左 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

１株当たり純資産額 520.73円 403.66円 

１株当たり当期純損失 36.83円 106.25円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 ― ― 

  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。 

同左 

(注) １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり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 
第24期 

(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失(千円) 199,955 578,221 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(千円) 199,955 578,221 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,428,926 5,442,186 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) ― ― 

(うち新株予約権(株)) ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり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 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 
 

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 48,500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 95,400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 113,000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 87,500株 
 

 



 

 14 

(重要な後発事象) 
 

第24期 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

第25期 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

――― 株式会社まるさ水産との合併及び増資の引受けについて 
 当社は、業務の効率化による迅速な収益の改善を目的として、
当社100％出資の子会社である株式会社まるさ水産を、平成17年
５月９日付で締結した合併契約書に基づき平成17年７月21日付
にて吸収合併いたします。 
 合併契約の概要は次のとおりであります。 
(1) 合併期日 
   平成17年７月21日 
(2) 合併の形式 
   当社を存続会社とし、株式会社まるさ水産を解散会社と
する吸収合併とし、合併による新株の発行及び資本金の増
加は行いません。 

(3) 財産の引継 
   合併期日において株式会社まるさ水産の資産・負債及び
権利義務の一切を引継ぎます。 

   なお、同社の平成17年４月20日現在の財政状態は次のと
おりであります。 
資産合計 106,930千円 
負債合計 231,888千円 
資本合計 △124,958千円 

 
 また、同社の債務超過解消を図るため、平成17年４月25日に同
社に対し200,000千円の増資払込を行い、4,000株引き受けまし
た。 
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２ 役 員 の 異 動 (平成17年７月14日付) 

（1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 

取締役             丹 羽 雅 之 (現 執行役員) 

 
② 新任監査役候補 

社外監査役(非常勤)       城   正 憲 (現 顧問弁護士) 

社外監査役(非常勤)       田 野 直 忠  

 
③ 退任予定取締役 

取締役             長 縄 芳 美 (退任後、執行役員に就任予定) 

 
④ 退任予定監査役 

社外監査役(非常勤)       羽 田 辰 男 

社外監査役(非常勤)       花 木 利 明 

 

(注)上記役員の異動については、平成17年５月27日に開示済みであります。 
 


