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平成平成平成平成    18181818    年年年年    ４４４４    月期月期月期月期            個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要 平成 17年 12月 ５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 鈴 木 康史郎      ＴＥＬ（ ０３ ）３８３６－１１２９(代表) 
決算取締役会開催日  平成 17年 12月 ５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） 
 
１．17年10月中間期の業績(平成 17年 ４月 21日～平成 17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 ％ 

17年10月中間期  7,219 （ △9.7）   26 （  ― ）  △18 （  ― ） 
16年10月中間期  7,996 （ △9.2） △283 （  ― ） △337 （  ― ） 
17年４月期 15,656 （ △6.2） △134 （  ― ） △255 （  ― ） 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 
17年10月中間期 △1,604 （  ― ） △294 63 
16年10月中間期  △545 （  ― ） △100 22 
17年４月期  △578 （  ― ） △106 25 
(注)①期中平均株式数 17年10月中間期 5,445,700株 16年10月中間期 5,440,730株 17年４月期 5,442,186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 
17年10月中間期 0 00 ――――― 
16年10月中間期 0 00 ――――― 
17年４月期 ――――― 0 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 

17年10月中間期 12,683  632  5.0 116 11 
16年10月中間期 16,038 2,202 13.7 404 68 
17年４月期 14,290 2,198 15.4 403 66 
(注)①期末発行済株式数 17年10月中間期 5,445,700株 16年10月中間期 5,441,380株 17年４月期 5,445,700株 
②期末自己株式数  17年10月中間期  181,300株 16年10月中間期  181,220株 17年４月期  181,300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 

期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通 期 14,600 △5 △1,680 0 00 0 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △308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 【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16年10月20日) 

当中間会計期間末 
(平成17年10月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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  2,471,976   2,702,300   2,486,425   

２ 売掛金  784,709   660,783   871,144   

３ 割賦売掛金  10,107   3,369   6,738   

４ たな卸資産  173,433   203,399   168,695   

５ 繰延税金資産  191,088   244,295   107,274   

６ その他  366,346   336,282   447,597   

貸倒引当金  △126,320   △327,533   △255,152   

流動資産合計   3,871,343 24.1  3,822,897 30.1  3,832,723 26.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 4,876,831   3,005,222   4,106,214   

(2) 構築物  579,162   355,419   532,900   

(3) 機械及び装置  247   191   215   

(4) 車両運搬具  379   379   379   

(5) 器具及び備品  397,746   219,219   328,432   

(6) 土地 ※２ 3,305,280   2,621,159   2,741,699   

(7) 建設仮勘定  27,606   840   1,837   

有形固定資産合計  9,187,254   6,202,431   7,711,680   

２ 無形固定資産  143,002   125,397   156,845   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  231,008   284,606   212,779   

(2) 長期貸付金  323,074   276,122   268,806   

(3) 長期前払費用  245,088   172,699   213,838   

(4) 繰延税金資産  358,743   515,626   257,977   

(5) 差入保証金  1,687,189   1,434,463   1,631,583   

(6) その他  163,921   310,346   262,542   

貸倒引当金  △175,113   △461,561   △257,944   

投資その他の資産合計  2,833,913   2,532,304   2,589,583   

固定資産合計   12,164,170 75.9  8,860,134 69.9  10,458,109 73.2 

Ⅲ 繰延資産           

社債発行費  2,583   ―   ―   

繰延資産合計   2,583 0.0  ― ―  ― ― 

資産合計   16,038,097 100.0  12,683,032 100.0  14,290,832 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成16年10月20日) 
当中間会計期間末 
(平成17年10月20日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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  526,988   444,317   536,797   

２ 短期借入金 ※２ 2,450,000   1,950,000   825,000   

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 ※２ 1,901,610   2,715,300   2,177,010   

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

５ 未払金  167,327   124,239   167,773   

６ 未払費用  425,623   394,912   401,389   

７ 未払法人税等  47,308   41,345   146,241   

８ 未払消費税等  20,535   23,645   55,862   

９ 賞与引当金  87,000   76,000   60,000   

10 割賦未実現利益  2,027   675   1,351   

11 その他  39,812   35,086   21,988   

流動負債合計   5,768,234 36.0  5,905,523 46.6  4,493,415 31.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  250,000   150,000   200,000   

２ 長期借入金 ※２ 7,297,940   5,501,260   6,929,760   

３ 役員退職慰労引当金  113,220   113,050   113,220   

４ 預り保証金  406,686   339,672   356,221   

５ リース資産減損勘定  ―   41,231   ―   

固定負債合計   8,067,846 50.3  6,145,213 48.4  7,599,201 53.2 

負債合計   13,836,081 86.3  12,050,737 95.0  12,092,617 84.6 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   860,768 5.4  863,078 6.8  863,078 6.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  1,269,088   1,271,398   1,271,398   

資本剰余金合計   1,269,088 7.9  1,271,398 10.0  1,271,398 8.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  20,500   20,500   20,500   

２ 任意積立金  601,313   600,875   601,313   

３ 中間(当期)未処理損失  393,161   2,034,211   426,128   

利益剰余金合計   228,652 1.4  △1,412,835 △11.1  195,685 1.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   10,027 0.0  77,271 0.6  34,670 0.3 

Ⅴ 自己株式   △166,520 △1.0  △166,617 △1.3  △166,617 △1.2 

資本合計   2,202,015 13.7  632,295 5.0  2,198,215 15.4 

負債・資本合計   16,038,097 100.0  12,683,032 100.0  14,290,832 100.0 
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月21日 
至 平成17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   7,996,031 100.0  7,219,626 100.0  15,656,920 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,234,707 40.5  2,735,637 37.9  6,231,146 39.8 

売上総利益   4,761,323 59.5  4,483,988 62.1  9,425,773 60.2 

Ⅲ 割賦未実現利益           

割賦未実現利益戻入   (+)788 (+)0.0  (+)675 (+)0.0  (+)1,464 (+)0.0 

割賦販売後総利益   4,762,111 59.5  4,484,664 62.1  9,427,237 60.2 

Ⅳ 販売費及び一般管理費   5,045,743 63.1  4,458,282 61.7  9,562,227 61.1 

営業利益又は 
営業損失(△)   △283,632 △3.6  26,381 0.4  △134,989 △0.9 

Ⅴ 営業外収益 ※１  92,828 1.2  81,767 1.1  181,882 1.2 

Ⅵ 営業外費用 ※２  146,615 1.8  127,125 1.8  302,643 1.9 

経常損失   337,418 4.2  18,976 0.3  255,750 1.6 

Ⅶ 特別利益 ※３  ― ―  14,633 0.2  616,083 3.9 

Ⅷ 特別損失 ※４ 
※５  312,838 3.9  1,994,141 27.6  793,558 5.1 

税引前中間(当期)純損失   650,256 8.1  1,998,484 27.7  433,225 2.8 

法人税、住民税及び事業税  34,465   29,869   116,790   

法人税等調整額  △139,467 △105,002 △1.3 △423,895 △394,026 △5.5 28,204 144,995 0.9 

中間(当期)純損失   545,254 6.8  1,604,458 22.2  578,221 3.7 

前期繰越利益又は 
前期繰越損失(△)   152,093   △425,690   152,093  

合併による抱合株式消却損   ―   4,062   ―  

中間(当期)未処理損失   393,161   2,034,211   426,128  
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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16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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 
  定額法 
   償却期間 

３年～15年 

(3) 長期前払費用 
  定額法 
   償却期間 

２年～15年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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 

 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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当中間会計期間から「固定資産の減損
に係る会計基準」（「固定資産の減損に係
る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適用指針第６
号）を適用しております。 
 これにより税引前中間純損失が861百
万円増加しております。 
 なお、減損損失累計額については、改
正後の中間財務諸表等規則に基づき当該
各資産の金額から直接控除しておりま
す。 

――― 

 

追加情報 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(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。 

―――  「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
及び税引前当期純損失が同額増加してお
ります。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成16年10月20日) 

当中間会計期間末 
(平成17年10月20日) 

前事業年度末 
(平成17年４月20日) 

※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 
3,800,764千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
3,912,568千円 

   
※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 1,106,061千円
土地 2,587,056千円
計 3,693,117千円

   上記に対する債務 
短期借入金 480,000千円
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

1,485,900千円

長期借入金 2,193,220千円
計 4,159,120千円

 

※２ 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
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(中間損益計算書関係) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

※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 12,218千円
受取配当金 462千円
寮社宅収入 50,709千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 26,572千円
受取配当金 1,240千円
寮社宅収入 99,332千円

 
   
※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 100,363千円
支払手数料 19,876千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 227,248千円
支払手数料 39,359千円

 
   
※３     ――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

前期損益修正益 
前期の賃借
契約解約損
の修正 

14,463千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
固定資産売却益 
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

 
   
※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 201,360千円

固定資産売却損 
建物 81,720千円
構築物 11,077千円
器具及び 
備品 14,629千円

計 107,427千円
固定資産除却損 
建物 305,174千円
構築物 55,481千円
器具及び 
備品 20,514千円

建設仮勘定 1,750千円
無形 
固定資産 8,703千円

撤去費用 31,913千円
計 423,536千円

 
貸倒引当金繰
入額 399,998千円

 

減損損失 861,818千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
賃借契約 
解約損 126,664千円

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

 
関係会社株式
評価損 89,999千円

 
貸倒引当金繰
入額 357,996千円
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

※５     ――― ※５  当中間会計期間において当社は
以下のグルーピングについて減損
損失を計上しております。 

用途 種類 場所 
減損 
損失 
(千円) 

店舗 土地・ 建物等 

名古屋市 
昭和区他 
15件 

702,856 

賃貸 
資産 

土地・ 
建物等 

岐阜県 
岐阜市他 
７件 

157,607 

遊休 
資産 建物等 

名古屋市 
天白区 1,354 

計   861,818 
    当社は減損損失を認識するにあ

たり、キャッシュ・フローを生み
出す最小単位として店舗を基本単
位とし、また賃貸資産及び遊休資
産については物件単位ごとにグル
ーピングしております。また、本
社等につきましては、全社資産と
してグルーピングしております。 

    店舗及び賃貸資産については、
営業活動から生ずる損益が継続し
てマイナス又はマイナスとなる見
込みである資産グループの帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、ま
た遊休資産については、今後の使
用の見込みがない資産グループの
帳簿価額を回収可能額まで減額
し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上しております。 

  （減損損失の内訳） 
種類 金額(千円) 

建物 568,060 
構築物 76,689 
器具及び備品 32,705 
土地 120,539 
無形固定資産 21,763 
長期前払費用 829 
リース資産 41,231 
計 861,818 

    資産グループの回収可能価額は
正味売却価額又は使用価値により
測定しております。正味売却価額
は、不動産鑑定評価額を基に算定
した金額により評価しておりま
す。また使用価値は、将来キャッ
シュ・フローを3.1％で割り引いて
計算しております。 

※５     ――― 

   
６ 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

 

６ 減価償却実施額 
有形固定資産 279,275千円
無形固定資産 2,757千円

 

６ 減価償却実施額 
有形固定資産 766,160千円
無形固定資産 6,748千円

 
 



 

 12 

(リース取引関係) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(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 
(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、減損損失累
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 

43,614  1,368,777  61,191  1,473,583 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

26,458  876,817  30,091  933,367 

減損 
損失 
累計額 
相当額 

―  41,231  ―  41,231 

中間 
期末 
残高 
相当額 

17,155  450,729  31,099  498,984 

        

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 

55,057  1,862,975  222,745  2,140,777 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

37,166  1,219,335  186,550  1,443,051 

期末 
残高 
相当額 

17,891  643,640  36,194  697,726 

        

 (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) 未経過リース料中間期末残高相当
額及びリース資産減損勘定中間期
末残高 

   未経過リース料中間期末残高相当額 
１年内 257,521千円
１年超 305,429千円
計 562,951千円

 
   リース資産減損勘定中間期末残高 

41,231千円
 

 (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 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、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額、
支払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 183,612千円 
リース資産 
減損勘定の 
取崩額 

― 千円 

減価償却費 
相当額 170,247千円 

支払利息 
相当額 9,437千円 

減損損失 41,231千円 
 

 (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 

 (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 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

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 116,400千円
１年超 405,153千円
計 521,553千円

 

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
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16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17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17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16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(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 404.68円 116.11円 403.66円 

１株当たり中間(当期)純損失 100.22円 294.63円 106.25円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 ― ― ― 

  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。 

同左  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(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16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 545,254 1,604,458 578,221 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る 
中間(当期)純損失(千円) 545,254 1,604,458 578,221 

普通株式の期中平均株式数 
(株) 5,440,730 5,445,700 5,442,186 

    

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) ― ― ― 

(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 85,500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 101,900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 79,200株 
平成17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 135,900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 
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(重要な後発事象) 
 

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

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17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。 １ 平成17年７月14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、監査役及び使用人、
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142,500株を総株数
の上限とする。 

  (3) 発行する新株予約権の総数 
   1,425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。)におけるジャスダック証券取
引所における当社株式の普通取引の
終値(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
ジャスダック証券取引所の公表する
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19年８月１日から平成21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17年７月14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。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月21日 
至 平成16年10月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月21日 
至 平成17年10月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月21日 
至 平成17年４月20日) 

――― ――― ２ 株式会社まるさ水産との合併契約締
結について 
  当社は、平成17年５月９日の取締役
会決議に基づき、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
るさ水産との合併契約を同日付で締結
いたしました。 
  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ま
した。 

 


