
 

 

平成 １８ 年 ５ 月期   個別中間財務諸表の概要       平成18年 1月12日 

上 場 会 社 名 日本レストランシステム株式会社             上場取引所 東京証券取引所 

コ ー ド 番 号 2775                          本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.n-rs.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 山内 実 
問合せ先責任者 役   職   名 取締役 管理本部長 

        氏    名 木高 毅史         ＴＥＬ（03）5456－0123     

決算取締役会開催日  平成18年 1月12日        中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成18年 2月10日        単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 

１．17年11月中間期の業績（平成17年6月1日～平成17年11月30日）   

(1) 経営成績 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円   ％

12,925  （ 6.6）

12,129  （ 6.0）

百万円   ％

2,249  （11.6）

2,015  （ 4.4）

百万円   ％

2,294  （11.1）

2,064  （ 6.6）

17年５月期 25,050       4,533          4,575          

 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円   ％

1,154  （ 6.3）

1,085  （ 6.3）

円  銭

76   97

  155   11

17年５月期 2,382          336   48

(注)①期中平均株式数  17年11月中間期14,999,814株 16年11月中間期 6,999,989株 17年5月期 7,020,502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

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

円  銭 

  10  00 

10   00 

円  銭

―

―

17年５月期 ―   20   00

 

(3) 財政状態                                                                        （百万円未満切捨） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円 

29,019 

24,288 

百万円

23,193

17,723

％ 

79.9 

73.0 

  円  銭

1,546    23

 2,531    99

17年５月期 28,475 22,096 77.6        2,943    57

(注)①期末発行済株式数 17年11月中間期14,999,814株 16年11月中間期 6,999,954株  17年5月期 7,499,907株     

②期末自己株式数  17年11月中間期    186株 16年11月中間期     46株  17年5月期    93株 

 

２．18年5月期の業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31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 

26,913 

百万円

4,967

百万円

2,566

円 銭

     10  00

円 銭 

 20  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)   169円68銭 

 
※ 上記の予想は本資料の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。また上記記載金額は百万円未満切り捨てで

あります。 
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６．中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表     
（単位：千円）

前中間会計期間末 
 

（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
 

（平成17年11月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年5月31日） 

期  別 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比  金  額 構成比

（資産の部）  ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産     

１． 現金及び預金   4,699,592 7,645,627   7,805,077

２． 売掛金   709,142 707,071   693,091

３． たな卸資産   261,479 265,414   250,677

４. その他   431,779 458,828   447,966

５. 貸倒引当金   △932 △906   △899

 流動資産合計   6,101,060 25.1 9,076,035 31.3  9,195,913 32.3

Ⅱ 固定資産     

１． 有形固定資産 ※1    

(1） 建物 ※2  3,668,936 3,920,484   3,791,702

(2) 土地 ※2  2,845,153 3,238,373   2,993,657

(3) その他   633,828 702,862   642,073

 有形固定資産合計   7,147,918 29.5 7,861,720 27.1  7,427,432 26.1

２． 無形固定資産   33,608 0.1 28,163 0.1  30,865 0.1

３． 投資その他の資産     

(1) 敷金保証金 ※2  9,454,350 9,864,516   9,669,892

(2) その他   1,551,408 2,189,618   2,151,831

(3) 貸倒引当金   △110 △106   △111

 投資その他の資産合計   11,005,648 45.3 12,054,029 41.5  11,821,612 41.5

 固定資産合計   18,187,175 74.9 19,943,914 68.7  19,279,910 67.7

 資産合計   24,288,236 100.0 29,019,949 100.0  28,475,824 100.0
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     （単位：千円）

前中間会計期間末 
 

（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
 

（平成17年11月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年5月31日） 

期  別 
 
 
科  目 

金 額 構成比 金  額 構成比  金  額 構成比

（負債の部）  ％    ％  ％

Ⅰ 流動負債     

１. 買掛金   1,189,952 1,226,740   1,245,740

２. 
一年以内返済予定 
長期借入金 

※2  1,180,350 715,600   910,400

３. 未払法人税等   961,794 1,163,975   1,215,014

４. 賞与引当金   319,000 363,100   332,800

５. 役員賞与引当金   ─ 10,000   ─

６. その他 ※3  1,034,856 1,211,205   1,165,793

 流動負債合計   4,685,953 19.3 4,690,620 16.2  4,869,749 17.1

Ⅱ 固定負債     

１. 長期借入金 ※2  1,347,100 631,500   1,005,500

２. 退職給付引当金   228,490 235,744   227,024

３. 役員退職慰労引当金   235,990 246,360   240,990

４. その他   66,910 22,549   36,034

 固定負債合計   1,878,490 7.7 1,136,153 3.9  1,509,548 5.3

 負債合計   6,564,443 27.0 5,826,774 20.1  6,379,297 22.4

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※4  1,933,150 8.0 3,505,650 12.0  3,505,650 12.3

Ⅱ 資本剰余金     

１.資本準備金   2,196,590 3,769,090   3,769,090

 資本剰余金合計   2,196,590 9.0 3,769,090 13.0  3,769,090 13.2

Ⅲ 利益剰余金     

１.利益準備金   88,000 88,000   88,000

２.任意積立金   4,200,000 4,700,000   4,200,000

３.中間(当期)未処分利益   9,291,782 11,077,846   10,518,289

 利益剰余金合計   13,579,782 55.9 15,865,846 54.7  14,806,289 52.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14,485 0.1 53,064 0.2  15,972 0.1

Ⅴ 自己株式   △214 △0.0 △475 △0.0  △475 △0.0

 資本合計   17,723,792 73.0 23,193,175 79.9  22,096,526 77.6

 負債及び資本合計   24,288,236 100.0 29,019,949 100.0  28,475,824 100.0
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② 中間損益計算書 （単位：千円）

 
前中間会計期間 

 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

 
当中間会計期間 

 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

 
前事業年度の 
要約損益計算書 

  自 平成16年 6月 1日 
  至 平成17年 5月31日 

期  別 
 
 
 
科  目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比

 ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  12,129,841 100.0 12,925,734 100.0 25,050,188 100.0

Ⅱ 売上原価  3,240,983 26.7 3,339,873 25.8 6,623,075 26.4

 売上総利益  8,888,857 73.3 9,585,861 74.2 18,427,112 73.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,873,120 56.7 7,336,088 56.8 13,893,802 55.5

  営業利益  2,015,737 16.6 2,249,773 17.4 4,533,309 18.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 90,729 0.7 72,930 0.6 134,318 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2 41,998 0.3 28,365 0.2 92,472 0.3

 経常利益  2,064,468 17.0 2,294,337 17.8 4,575,155 18.3

Ⅵ 特別損失 ※3 19,012 0.1 49,115 0.4  37,817 0.2

  税引前中間（当期）純利益  2,045,455 16.9 2,245,222 17.4 4,537,337 18.1

 法人税、住民税及び事業税  930,785 7.7 1,126,078 8.7 2,149,363 8.6

 法人税等調整額  28,906 0.2 △35,411 △0.2 5,703 0.0

 中間（当期）純利益  1,085,763 9.0 1,154,556 8.9 2,382,270 9.5

 前期繰越利益  8,206,018 9,923,290  8,206,018

 中間配当額  ─ ─  69,999

9,291,782 11,077,846  10,518,289 
中間（当期）未処分利益 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成17年 5月31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を採用して

おります。 

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）を採用しております。 

(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 

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 

   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）を採用しております。 

 (2)デリバティブ 

      時価法によっております。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)たな卸資産 

 ①商品､原材料､店舗食材､貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。

②仕込品 

総平均法による原価法を採用し 

おります。 

(3)たな卸資産 

①商品､原材料､店舗食材､貯蔵品 

同左 

②仕込品 

同左 

(3)たな卸資産 

①商品､原材料､店舗食材､貯蔵品 

同左 

②仕込品 

同左 

 

２．固定資産の減価償

却の方法 

（1）有形固定資産 

    定率法を採用しております。 

（ただし、平成10年４月１日以降に取 

得した建物（建物附属設備を除く）は 

定額法によっております。) 

  なお耐用年数及び残存価額について

は法人税法の規定に基づいておりま

す。 

(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 

  自社利用のソフトウェアは、社内に 

おける利用可能期間（５年）に基づく 

定額法によっております。 

（3）長期前払費用 

  均等償却によっております。 

  

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

 

３．繰延資産の処理方

法 

 

 新株発行費は支出時に全額費用と 

して処理しております。 

 同左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成17年 5月31日 

４．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検討し､回収不

能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき額を計上しておりま

す。 

（3） 

 

 

 

 

（4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため､当期

末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上してお

ります。 

  数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(5年)による定率法により、発生

の翌期から費用処理しております。 

（5）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め､内規に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備えるた

め、役員賞与支給見込額のうち当中間

会計期間に負担すべき額を計上してお

ります。 

（4）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）役員退職慰労引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

      従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当期に負担す

べき額を計上しております。 

 

（3） 

 

 

 

 

（4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため､当期

末における退職給付債務の見込額に基

づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(5年)による定率法により、発

生の翌期から費用処理しております。

 

 

(5）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるた

め､内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。  

５．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 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成17年 5月31日 

６．ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。金利スワップについて、特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

      通貨オプション 

ヘッジ対象 借入金 

      外貨建金銭債務及び 

      外貨建予定取引 

（3）ヘッジ方針 

為替及び金利リスクの低減と金融収

支改善のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。 

（4）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性の判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。 

（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 

        

ヘッジ対象  借入金 

 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（4）ヘッジの有効性評価の方法 

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 

       通貨オプション 

ヘッジ対象  借入金 

外貨建金銭債務及び 

外貨建予定取引 

（3）ヘッジ方針 

   同左 

 

 

（4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

 

７．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 

 消費税等は税抜方式によっておりま

す。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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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 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年6月 1日 
至 平成17年5月31日 

  （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第４号 平成17年11

月29日）を適用しております。 

これにより、従来、株主総会決議時

に未処分利益の減少として会計処理し

ていた役員賞与を当中間会計期間から

発生時に費用処理しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益が

10,000千円減少しております。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 
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追加情報  

前中間会計期間 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年6月 1日 
至 平成17年5月31日 

 (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方法) 

 「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

35,348千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、35,348千円減

少しております。 

 (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方法) 

 「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

80,823千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が、80,823千円減

少しております。 
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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11月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日現在） 

前事業年度末 
（平成17年 5月31日現在） 

※１．有形固定資産の 

減価償却累計額  4,700,190千円 

※１．有形固定資産の 

減価償却累計額     5,062,914千円 

※１．有形固定資産の 

   減価償却累計額   4,933,249千円 

※２．担保に供している資産 

     建物      289,826千円 

     土地     1,542,258 

     敷金保証金  2,940,488 

合計        4,772,573千円 

 

   上記に対応する債務 

     長期借入金   1,751,589千円 

      （うち一年以内    （  855,046）   

     返済予定長期借入金） 

     合計     1,751,589千円 

※２.担保に供している資産 

         建物         198,863千円 

     土地            829,045 

     合計           1,027,909千円 

 

 

   上記に対応する債務 

長期借入金      280,500千円 

     （うち一年以内      （  129,000） 

     返済予定長期借入金） 

     合計        280,500千円 

※２．担保に供している資産 

     建物        281,745千円 

     土地      1,542,258   

      合計            1,824,004千円 

 

 

   上記に対応する債務 

     長期借入金       635,750千円 

    （うち一年以内        (243,250)  

     返済予定長期借入金） 

     合計              635,750千円 

※３．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 

※３．消費税等の取扱い 

   同左 

※３． 

※４． ※４．当中間期中の発行済株式数の増加 

   発行形態   株式分割（１：２） 

   発行年月日  平成17年７月20日 

   発行株式数   7,499,907株 

   発行価格       ―円 

   発行価額       ―円 

   資本組入額      ―円 

※４．当期中の発行済株式数の増加 

   発行形態    有償一般募集 

   発行年月日   平成17年５月16日 

   発行株式数           450,000株 

   発行価格    １株につき6,596円 

   発行価額    １株につき6,290円 

   資本組入額   １株につき3,145円 

   資本組入額の総額   1,415,250千円 

     

   発行形態    第三者割当 

   発行年月日   平成17年５月26日 

   発行株式数            50,000株 

   発行価格                 ―円 

   発行価額    １株につき6,290円 

   資本組入額   １株につき3,145円 

   資本組入額の総額     157,250千円 
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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 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成17年 5月31日 

※１．営業外収益の主要項目 

    受取利息      14,053千円 

    受取配当金      22,737 

    事務受託収入        20,112 

    投資有価証券売却益  32,142 

※２．営業外費用の主要項目 

    支払利息      22,591千円 

    保証金解約損        6,990 

    賃借物件原状回復費用8,790 

 

※３．特別損失の主要項目      

    固定資産除却損   19,012千円 

 ４. 減価償却実施額 

    有形固定資産    274,028千円 

無形固定資産     2,719 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息           14,766千円 

受取配当金          19,817 

事務受託収入      20,778 

投資有価証券売却益    9,317 

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息           10,436千円 

賃借物件原状回復費用 11,874 

 

 

※３．特別損失の主要項目 

固定資産除却損   49,115千円 

  ４. 減価償却実施額 

有形固定資産     279,334千円 

無形固定資産     2,701 

※１．営業外収益の主要項目 

受取利息        27,601千円 

受取配当金      23,878 

事務受託収入     40,224 

投資有価証券売却益  32,142 

※２．営業外費用の主要項目 

支払利息         36,755千円 

保証金解約損         6,990 

賃借物件原状回復費用14,830 

新株発行費     23,179 

※３．特別損失の主要項目 

固定資産除却損     37,817千円 

４. 減価償却実施額 

有形固定資産     575,803千円 

無形固定資産       5,462   
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リース取引関係 

前中間会計期間 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年 6月 1日 
至 平成17年 5月31日 

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 

  
取得価額 

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

中間期末 

残 高 

相 当 額 

 千円 千円 千円 

有形固定資産

その他(工具､

器具及び備品) 

607,402 481,813 125,589 

 

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 

   
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中間期末

残 高

相 当 額

 千円 千円 千円

有形固定資産

その他(工具､

器具及び備品)

364,571 335,067  29,503

 

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 

   
取得価額 

相 当 額 

減価償却

累 計 額

相 当 額

期 末

残 高

相 当 額

 千円 千円 千円

有形固定資産

その他(工具､

器具及び備品) 

  481,627 410,494 71,132

 

 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 

    １年内     101,916千円 

     １年超      32,539千円 

      合計      134,456千円 

 

  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    74,985千円 

減価償却費相当額   68,712千円 

支払利息相当額      3,019千円 

 

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。 

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

額相当額と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。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 

    １年内      32,539千円 

      合計       32,539千円 

 

 

  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     45,368千円 

減価償却費相当額   41,629千円 

支払利息相当額        955千円 

 

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 

      同左 

２．未経過リース料期末残高相当額 

    １年内     68,042千円 

     １年超      8,901千円 

      合計      76,944千円 

 

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     134,367千円 

減価償却費相当額  123,168千円 

支払利息相当額      4,876千円 

 

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 

同左 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

  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11月30日現在） 

    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 5月31日現在） 

   子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 



－  － 38

（重要な後発事象）  

該当事項はありません。 


