
平成18年 4月18日平成18年 8月期 個別中間財務諸表の概要
上 場 会 社 名 株 式 会 社  サ イ ゼ リ ヤ 上 場 取 引 所 東

コ ー ド 番 号 758 1 本社所在都道府県 埼 玉 県

（ＵＲＬ http://www.saizeriya.co.jp ）

代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 氏 名 正 垣 　 泰 彦
問合せ先責任者 役 職 名 取 締 役 財 経 本 部 長

氏 名 正 垣 　 和 彦 Ｔ Ｅ Ｌ (     )048 991－9610
中間決算取締役会開催日 平 成 18年  4月 18日 中 間 配 当 制 度 の 有 無 有
中間配当支払開始予定日 単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有（１単元    100株）

1. 18年 2月中間期の業績 （平成17年 9月 1日～平成18年 2月28日）
( 1 )経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 2月中間期       36,833     5.3       1,419   △16.8       1,506   △12.3
17年 2月中間期       34,982     3.0       1,706    38.8       1,718    38.2

17年 8月期       74,011－        4,310－        4,355－

1株 当 た り 中 間中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益
％ 円 銭百万円

18年 2月中間期          483   △44.6           9.28
17年 2月中間期          872    55.8          16.77

17年 8月期        2,186－          42.01

(注 )1.期中平均株式数 18年 2月中間期     52,045,203株 17年 2月中間期     52,049,286株
17年 8月期     52,048,119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
(注 )18年 2月中間期　中間配当金の内訳1株当たり中間配当金 1株当たり年間配当金

記念配当 － 円－銭円 銭 円 銭
18年 2月中間期           0.00－ 特別配当 － 円－銭
17年 2月中間期           0.00－

17年 8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

18年 2月中間期       54,023       43,338     80.2        832.74
17年 2月中間期       56,919       42,068     73.9        808.27

17年 8月期       57,856       43,380     75.0        833.49

(注 )1.期末発行済株式数 18年 2月中間期     52,043,710株 17年 2月中間期     52,048,002株
17年 8月期     52,046,269株

2.期末自己株式数 18年 2月中間期        228,632株 17年 2月中間期        224,340株
17年 8月期        226,073株

2. 18年 8月期の業績予想 （平成17年 9月 1日～平成18年 8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

百万円 百万円 百万円 円銭 円銭
通 期       77,100       5,100       2,600         13.00         13.00

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          49円96銭

※ 　 上 記 に 記 載 し た 予 想 数 値 は 、 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 判 断 し た 見 通 し で あ り 、 多 分 に
　 　 不 確 定 な 要 素 を 含 ん で お り ま す 。 実 際 の 業 績 等 は 、 業 況 の 変 化 等 に よ り 、 上 記 予 想 数 値 と 異 な
　 　 る 場 合 が あ り ま す 。



個別中間財務諸表等
① 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年２月28日)

当中間会計期間末
(平成18年２月28日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年８月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,589 5,712 7,537

２．テナント未収入金 ※1 280 289 403

３．たな卸資産 3,026 3,526 3,333

４．繰延税金資産 369 425 508

５．その他 2,743 2,798 2,816

６．貸倒引当金 △2 △2 △3

流動資産合計 14,006 24.6 12,749 23.6 14,594 25.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※2

１．建物 ※3 14,763 14,108 14,587

２．機械及び装置 967 841 883

３．器具及び備品 845 837 792

４．土地 ※3 5,297 5,189 5,189

５．その他 1,295 1,162 1,239

有形固定資産合計 23,168 40.7 22,139 41.0 22,692 39.2

(2）無形固定資産 319 0.6 391 0.7 397 0.7

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 4,547 4,547 4,547

２．敷金・保証金 5,804 5,815 5,885

３．建設協力金 7,313 6,756 7,058

４．繰延税金資産 463 510 475

５．その他 1,316 1,131 2,223

６．貸倒引当金 △19 △18 △19

投資その他の資産合
計

19,425 34.1 18,742 34.7 20,172 34.9

固定資産合計 42,913 75.4 41,273 76.4 43,262 74.8

資産合計 56,919 100.0 54,023 100.0 57,856 100.0

－ 1 －



前中間会計期間末
(平成17年２月28日)

当中間会計期間末
(平成18年２月28日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年８月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 2,035 2,789 3,371

２．短期借入金 － － 600

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※3 5,368 1,163 2,092

４．未払金 1,490 1,691 2,274

５．未払法人税等 990 746 1,155

６．賞与引当金 599 623 612

７．株主優待引当金  － 303 364

８．その他 2,019 2,090 2,325

流動負債合計 12,504 22.0 9,407 17.4 12,796 22.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※3 1,171 8 482

２．退職給付引当金 1,047 1,156 1,082

３．その他 127 112 115

固定負債合計 2,346 4.1 1,277 2.4 1,680 2.9

負債合計 14,850 26.1 10,684 19.8 14,476 25.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※4 8,612 15.1 8,612 15.9 8,612 14.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 9,007 9,007 9,007

資本剰余金合計 9,007 15.8 9,007 16.7 9,007 15.6

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 2,153 2,153 2,153

２．任意積立金 21,390 23,082 21,390

３．中間(当期)未処分利
益

1,190 775 2,504

利益剰余金合計 24,734 43.5 26,010 48.1 26,047 45.0

Ⅳ　自己株式 ※5 △284 △0.5 △291 △0.5 △287 △0.5

資本合計 42,068 73.9 43,338 80.2 43,380 75.0

負債資本合計 56,919 100.0 54,023 100.0 57,856 100.0

－ 2 －



② 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 34,982 100.0 36,833 100.0 74,011 100.0

Ⅱ　売上原価 12,849 36.7 13,876 37.7 27,059 36.6

売上総利益 22,133 63.3 22,956 62.3 46,951 63.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 20,426 58.4 21,536 58.4 42,641 57.6

営業利益 1,706 4.9 1,419 3.9 4,310 5.8

Ⅳ　営業外収益 ※1 39 0.1 98 0.2 90 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※2 27 0.1 11 0.0 45 0.0

経常利益 1,718 4.9 1,506 4.1 4,355 5.9

Ⅵ　特別利益 ※3 27 0.1 － － 27 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4 53 0.2 375 1.0 204 0.3

税引前中間(当期)
純利益

1,692 4.8 1,131 3.1 4,178 5.6

法人税、住民税及び
事業税

868 600 2,191

法人税等調整額 △48 820 2.3 48 648 1.8 △199 1,991 2.6

中間(当期)純利益 872 2.5 483 1.3 2,186 3.0

前期繰越利益 317 291 317

中間(当期)未処分
利益

1,190 775 2,504

－ 3 －



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９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８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

(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＞

中間会計期間末日の

市場価格等に基づく

時価法

（評価差額は部分資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。）

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＞

期末日の市場価格等

に基づく時価法

（評価差額は部分資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。）

＜時価のないもの＞

移動平均法による原

価法

＜時価のないもの＞

同　　　左

＜時価のないもの＞

同　　　左

(2) デリバティブ

　 時価法

(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店舗食材、原材料及び

貯蔵品

最終仕入原価法による

原価法

(3) たな卸資産

①店舗食材、原材料及び

貯蔵品

同　　　左

(3) たな卸資産

①店舗食材、原材料及び

貯蔵品

同　　　左

②未着店舗食材

個別法による原価法

②未着店舗食材

同　　　左

②未着店舗食材

同　　　左

③工場仕込品

総平均法による原価法

③工場仕込品

同　　　左

③工場仕込品

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

ただし、当社は平成

10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設

備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数

は、建物及び構築物15

～38年、機械装置及び

運搬具７～９年でありま

す。

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、当社は平成

10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設

備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数

は、建物及び構築物15

～38年、機械装置及び

運搬具５～15年であり

ます。

(1) 有形固定資産

同　　　左

(2) ソフトウェア

社内における利用可

能期間（５年）に基づく

定額法

(2) ソフトウェア

同　　　左

(2) ソフトウェア

同　　　左

(3) 長期前払費用（長期前

払賃借料等を除く。）

均等償却

(3) 長期前払費用（長期前

払賃借料等を除く。）

同　　　左

(3) 長期前払費用（長期前

払賃借料等を除く。）

同　　　左

－ 4 －



項目

前中間会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31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

性を検討し、必要と認めた

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

従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期

間の負担額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同　　　左

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給

に備えるため、将来の支給

見込額のうち当期の負担額

を計上しております。

(3) 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。

(3) 退職給付引当金

同　　　左

(3) 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。

なお、数理計算上の差異

は、その発生時に一括費用

処理しております。
 

 

(4) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、下期以降に

発生すると見込まれる額の

うち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

　(追加情報）

前中間会計期間は優待

券利用時に販売費及び一

般管理費として処理をし

ておりましたが、当中間

会計期間末においては下

期以降に発生すると見込

まれる株主優待費の額の

うち当中間会計期間の負

担額を「株主優待引当

金」として計上しており

ます。

  なお、前中間会計期間

に当中間会計期間と同一

の方法を採用した場合に

は、従来の方法によった

場合に比べ、前中間会計

期間の営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益

がそれぞれ182百万円少

なく計上されることとな

ります。

(4) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌期以降に

発生すると見込まれる額を

計上しております。

　(追加情報）

株主優待費は、従来、

優待券利用時に販売費及

び一般管理費として処理

をしておりましたが、株

主数の増加に伴い株主優

待券の発行数が増加した

こと、及び、利用実績率

の把握が可能となったこ

とから、当期末より、翌

期以降に発生すると見込

まれる株主優待費の額を

株主優待引当金として計

上することといたしまし

た。

  この結果、従来の方法

によった場合と比較して、

営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が364

百万円少なく計上されて

おります。

－ 5 －



項目

前中間会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、

中間会計期間末日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。

同　　　左 外貨建金銭債権債務は、

当期末日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

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

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、為替予

約等が付されている外貨建

金銭債権債務等については、

振当処理を行っておりま

す。

  また、要件を満たす金利

スワップについては、特例

処理を行っております。

(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＞

１．通貨関連：為替予

約、通貨スワップ及

び外貨預金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞

１．通貨関連：

同　　　左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：金利ス

ワップ

２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：外貨建

予定取引

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：

同　　　左

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：借入金 ２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左

(3) ヘッジ方針

リスク管理方針に基づ

き、為替変動リスクを回

避すること及び金利変動

リスクを回避することを

目的としており、投機的

な取引は行わない方針で

あります。

(3) ヘッジ方針

同　　　左

(3) ヘッジ方針

同　　　左

(4) ヘッジ有効性の評価方法

１．通貨関連：為替相

場の変動による

キャッシュ・フロー

総額についての比率

分析を行っておりま

す。

(4) ヘッジ有効性の評価方法

１．通貨関連：

同　　　左

(4) ヘッジ有効性の評価方法

１．通貨関連：

同　　　左

２．金利関連：金利ス

ワップの特例処理を

採用しているため、

ヘッジ有効性の判定

は省略しております。

２．金利関連：

同　　　左

２．金利関連：

同　　　左
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項目

前中間会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

７．その他中間財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税及び地方消費税の

会計処理

税抜方式を採用しており

ます。

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

消費税及び地方消費税の

会計処理

同　　　左

消費税及び地方消費税の

会計処理

税抜方式を採用しており

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９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── （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。

　なお、これに伴う減損損失は、認識

しておりません。

──────
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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17年２月28日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度末
（平成17年８月31日）

※１．テナント未収入金

　ショッピングセンター及び百貨

店等にテナントとして出店してい

る店舗の売上金入金額から相殺す

べき賃借料、水道光熱費及び諸経

費を差し引いたショッピングセン

ター及び百貨店等に対する未収入

金であります。

※１．テナント未収入金

同　　　　左

※１．テナント未収入金

同　　　　左

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

10,990百万円 12,586百万円 11,970百万円

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

建物 736百万円

土地 1,162

　計 1,899

建物 688百万円

土地 1,162

　計 1,850

建物 705百万円

土地 1,162

　計 1,868

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予
定の長期借入金

357百万円

長期借入金 171

　計 528

１年以内返済予
定の長期借入金

163百万円

長期借入金 8

　計 171

１年以内返済予
定の長期借入金

242百万円

長期借入金 58

　計 300

※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 73,208,000株

発行済株式総数 52,272,342株

授権株式数 73,208,000株

発行済株式総数 52,272,342株

授権株式数 73,208,000株

発行済株式総数 52,272,342株

※５．当社が保有する自己株式の数は

普通株式224,340株であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は

普通株式228,632株であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は

普通株式226,073株であります。

　６．偶発債務

　従業員の銀行からの社員ローン

残高1百万円に対して債務保証を

行っております。

　６．偶発債務

　従業員の銀行からの社員ローン

残高0百万円に対して債務保証を

行っております。

　６．偶発債務

　従業員の銀行からの社員ローン

残高0百万円に対して債務保証を

行っております。

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 37百万円 受取利息 51百万円

為替差益 40

受取利息 84百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 27百万円 支払利息 11百万円 支払利息 45百万円

※３．特別利益の主要項目 ※３．────────── ※３．特別利益の主要項目

評価減済投資有

価証券取立益

27百万円 評価減済投資有

価証券取立益

27百万円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 32百万円

店舗閉店損失 17 

役員退職慰労金 3 

固定資産除却損 279百万円

店舗閉店損失 95 

固定資産除却損 88百万円

固定資産売却損 69 

店舗閉店損失 43 

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 1,038百万円

無形固定資産 43 

有形固定資産 986百万円

無形固定資産 51 

有形固定資産 2,125百万円

無形固定資産 89
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８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

　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

　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

中間期末
残高相当
額

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 526 954

器具及
び備品

7,716 4,742 2,973

　計 9,197 5,268 3,928

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

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 766 714

器具及
び備品

6,398 4,542 1,855

　計 7,879 5,309 2,569

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

百万円 百万円 百万円

機械及
び装置

1,481 646 834

器具及
び備品

7,144 4,672 2,471

　計 8,625 5,318 3,306

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,651百万円

１年超 2,371

　合計 4,023

１年内 1,234百万円

１年超 1,412

　合計 2,647

１年内 1,542百万円

１年超 1,853

　合計 3,395

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

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 958百万円

減価償却費相当額 905

支払利息相当額 49

支払リース料 860百万円

減価償却費相当額 810

支払利息相当額 38

支払リース料 1,898百万円

減価償却費相当額 1,794

支払利息相当額 95

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。

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

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり純資産額 808円27銭

１株当たり中間純利益 16円77銭

１株当たり純資産額    832円74銭

１株当たり中間純利益   9円28銭

１株当たり純資産額    833円49銭

１株当たり当期純利益   42円１銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

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、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　（注）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。

前中間会計期間
(自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

前事業年度
(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 872 483 2,186

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円）
872 483 2,186

期中平均株式数（千株） 52,049 52,045 52,048

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

旧商法に基づく新株引受

権26,364株。 

旧商法に基づく新株引受

権21,970株。 

旧商法に基づく新株引受

権26,364株。 

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────────────  当社は、平成18年４月１日より退

職一時金制度から確定拠出年金制度

に移行しております。

　なお、この移行に伴う当事業年度

の損益に与える影響額は約488百万円

（特別利益）の見込みであります。

────────────
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