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平成 18 年 ９ 月期  個別中間財務諸表の概要           平成18年５月12日 

上 場 会 社 名        株式会社ひらまつ                       上場取引所 東証２部 
コ ー ド 番 号         2764                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.hiramatsu.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 平松博利 
問合せ先責任者 役職名 代表取締役副社長 氏名 刈田直文        ＴＥＬ (03)5793－8811 
決算取締役会開催日 平成18年５月12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            無 
 
１． 18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％

18年３月中間期 
17年３月中間期 

3,341（  21.4）
2,753（   8.9）

243（ 343.7）
54（△79.3）

262（ 384.8）
54（△77.6）

17年９月期 6,172（  16.0） 278（△47.4） 250（△50.7）

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円      ％ 円   銭

18年３月中間期 
17年３月中間期 

150（ 442.1） 
27（△77.9） 

1,980.87 
365.42 

17年９月期 129（△53.2） 1,712.05 

 
 

（注）①期中平均株式数 18年３月中間期 75,768株 17年３月中間期 75,768株 17年９月期 75,768株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     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同期比増減率 

 
(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

18年３月中間期 
17年３月中間期 

――――― 
――――― 

――――― 
――――― 

 

17年９月期 ――――― 510.00  

 
(3)財政状態    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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３月中間期 
17年３月中間期 

5,578 
5,791 

2,889
2,669

51.8 
46.1 

38,134.57
35,228.44

17年９月期 5,912 2,773 46.9 36,606.91

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 75,768株 17年３月中間期75,768株 17年９月期 75,768株 
   ②期末自己株式数  18年３月中間期    －株 17年３月中間期   －株 17年９月期   －株 
  
２．18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30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 6,553 295 162 640.00 640.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,144円26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、予想につ
きましては様々な不確定要素や、今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績見通し
と異なる場合がありますのでご承知おきください。 
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①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30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 ※１  748,596 873,036  1,153,231

２．売掛金   130,199 194,562  126,329

３．原材料   509,204 455,975  460,300

４．貯蔵品   29,593 31,766  35,907

５．前渡金   290 290  290

６．前払費用   89,378 81,222  78,555

７．繰延税金資産   9,769 19,437  22,525

８．立替金   14,455 3,960  1,908

９．短期貸付金   5,676 4,061  5,286

10. 未収入金   15,618 127,543  14,747

11．その他 ※２  30,849 19,056  1,863

貸倒引当金   △498 △3,107  △5,185

流動資産合計   1,583,133 27.3 1,807,807 32.4  1,895,759 32.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

（1）建物  2,052,567 1,405,446 2,054,702 

減価償却累計額  402,337 1,650,230 152,039 1,253,407 442,968 1,611,734

（2）車両運搬具  56,416 56,416 56,416 

減価償却累計額  43,579 12,836 47,632 8,784 46,001 10,414

（3）工具器具備品  880,519 885,787 882,815 

減価償却累計額  395,074 485,444 476,077 409,710 446,796 436,018

（4）土地   337,676 337,676  337,676

（5）建設仮勘定   － 12,294  －

有形固定資産合計   2,486,187 42.9 2,021,872 36.2  2,395,843 40.5

２．無形固定資産    

（1）商標権   1,790 1,504  1,657

（2）電話加入権   5,129 460  460

（3）ソフトウェア   1,254 1,222  1,420

無形固定資産合計   8,174 0.1 3,186 0.1  3,537 0.1
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前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30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

（％）

３．投資その他の資産    

（1）投資有価証券 ※１  23,495 34,818  27,564

（2）関係会社株式   437,431 580,549  623,450

（3）長期貸付金   456,120 311,959  251,152

（4）長期前払費用   36,282 33,827  29,901

（5）繰延税金資産   51,577 36,742  52,058

（6）長期未収入金 ※１  1,500 1,500  1,500

（7）差入敷金・保証金 ※１  660,234 699,350  586,710

（8）会員権 ※１  33,100 30,800  33,100

（9）その他   39,596 45,848  42,722

貸倒引当金   △32,171 △30,918  △32,518

投資その他の資産合計   1,707,166 29.5 1,744,476 31.3  1,615,639 27.3

固定資産合計   4,201,528 72.5 3,769,534 67.6  4,015,021 67.9

Ⅲ 繰延資産    

１．新株発行費   4,374 1,124  2,176

２．社債発行費   2,633 －  －

繰延資産合計   7,008 0.2 1,124 0.0  2,176 0.0

資産合計   5,791,669 100.0 5,578,466 100.0  5,912,957 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30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   298,714 378,653  389,741

２．短期借入金   － 500,000  500,000

３．一年内返済予定 

長期借入金 
※１  302,990 137,511  187,259

４．一年内償還予定社債   28,000 28,000  28,000

５．未払金   178,138 88,564  76,671

６．未払費用   91,862 115,377  139,751

７．未払法人税等   24,100 109,000  106,866

８．前受金   277,016 269,691  335,819

９．預り金   27,456 31,226  27,094

10．その他 ※２  1,950 54,370  13,596

流動負債合計   1,230,229 21.2 1,712,395 30.7  1,804,799 30.5

Ⅱ 固定負債    

１．社債   412,000 384,000  398,000

２．長期借入金 ※１  1,480,251 592,690  936,525

固定負債合計   1,892,251 32.7 976,690 17.5  1,334,525 22.6

負債合計   3,122,481 53.9 2,689,086 48.2  3,139,325 53.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   974,715 16.8 974,715 17.5  974,715 16.5

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  765,925 765,925 765,925 

資本剰余金合計   765,925 13.2 765,925 13.7  765,925 13.0

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  7,402 7,402 7,402 

２．中間（当期） 

  未処分利益 
 917,339 1,130,815 1,019,370 

利益剰余金合計   924,742 16.0 1,138,218 20.4  1,026,773 17.3

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  3,805 0.1 10,521 0.2  6,219 0.1

資本合計   2,669,188 46.1 2,889,379 51.8  2,773,632 46.9

負債及び資本合計   5,791,669 100.0 5,578,466 100.0  5,912,957 100.0
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30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   2,753,219 100.0 3,341,409 100.0  6,172,286 100.0

Ⅱ 売上原価   1,242,183 45.1 1,490,025 44.6  2,808,449 45.5

売上総利益   1,511,036 54.9 1,851,384 55.4  3,363,836 54.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,456,138 52.9 1,607,823 48.1  3,085,180 50.0

営業利益   54,897 2.0 243,561 7.3  278,656 4.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  6,322 4,706 9,849 

２．為替差益  5,699 18,210 － 

３．雑収入  8,051 20,073 0.7 5,087 28,003 0.8 12,551 22,401 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  13,310 6,231 28,309 

２．社債発行費償却  2,633 － 5,267 

３．新株発行費償却  2,198 1,051 4,396 

４．為替差損  － － 3,748 

５．雑支出  2,763 20,905 0.8 2,178 9,461 0.3 8,949 50,671 0.8

経常利益   54,065 2.0 262,103 7.8  250,386 4.1

Ⅵ 特別利益    

１．前期損益修正益  9,825 － 9,825 

２．投資有価証券売却益  2,847 － 2,847 

３．受取弁済金  8,618 － 8,618 

４．その他特別損益  － 21,290 0.8 3,332 3,332 0.1 － 21,290 0.3

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※１ 13,521 － 13,521 

２．前期損益修正損  2,684 － 2,684 

３．その他  － 16,206 0.6 － － － 12,282 28,488 0.5

税引前中間（当期） 

純利益 
  59,150 2.1 265,435 7.9  243,188 3.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 16,100 99,896 113,000 

法人税等調整額  15,362 31,462 1.1 15,452 115,349 3.5 470 113,470 1.8

中間（当期）純利益   27,687 1.0 150,086 4.5  129,718 2.1

前期繰越利益   889,651 980,728  889,651

中間（当期） 

未処分利益 
  917,339 1,130,815  1,019,370
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中間財務諸表作成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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株

式 

子会社株式及び関連会社株

式 

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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て

おります。売却原価は

移動平均法により算定

しております。） 

同左  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

処理しております。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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原

価法 

同左 同左 

 （2）デリバティブ （2）デリバティブ （2）デリバティブ 

  時価法（ただし、金利ス

ワップについて特例処理の

条件をみたしている場合に

は特例処理を採用しており

ます。） 

同左 同左 

 （3）たな卸資産 （3）たな卸資産 （3）たな卸資産 

 食材（原材料） 食材（原材料） 食材（原材料） 

  最終仕入原価法による

原価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 ワイン（原材料） ワイン（原材料） ワイン（原材料） 

  個別法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  先入先出法による原価

法を採用しております。

同左 同左 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし平成10年

４月１日以降に取得した建

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、耐用年数

は以下のとおりでありま

す。 

 定率法（ただし平成10年

４月１日以降に取得した建

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、耐用年数

は以下のとおりでありま

す。 

同左 

 建物 ３年から41年

車両運搬具 ２年から６年

工具器具備品 ２年から20年

  

建物 ３年から50年

車両運搬具 ２年から６年

工具器具備品２年から20年
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

同左 同左 

 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 

  定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 （1）新株発行費 （1）新株発行費 

  商法の規定により最長期

間(３年)で毎期均等償却し

ております。 

同左 同左 

 （2）社債発行費 （2）社債発行費 （2）社債発行費 

  商法の規定により最長期

間(３年)で毎期均等償却し

ております。 

────── 同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損

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。 

同左 同左 

５．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、中間決

算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、決算日

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。 

６．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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項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

７．ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて特例

処理の要件をみたしている場

合には特例処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

  当中間会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりで

あります。 

同左  当期にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は

以下のとおりであります。 

 ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金 ヘッジ対象…借入金 

 ヘッジ方針 ヘッジ方針 ヘッジ方針 

  借入金の利息相当額の

範囲内で市場金利変動リ

スクを回避する目的で

行っております。 

同左 同左 

 ハ 有効性評価の方法 ハ 有効性評価の方法 ハ 有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、かつヘッジ

開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定することが

できるため、ヘッジの有効性

の判定は省略しております。

同左 同左 

８．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 

イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

 

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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30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。これによ

る損益に与える影響はありません。 

────── 
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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３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 担保に供している資産は次のとおり

であります。 

 

預金 100,000千円 

投資有価証券 18,478  

差入敷金・保証金 222,370 

長期未収入金 1,500 

会員権 20,000 

計 362,348 

  

 

預金 130,000千円

投資有価証券 26,724

会員権 20,000 

計 176,724 

  

 

預金 100,000千円

投資有価証券 21,492

差入敷金・保証金 222,370 

長期未収入金 1,500 

会員権 20,000 

計 365,362 

  

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 

一年内返済予定長期

借入金 
286,990千円 

長期借入金 380,251 

計 667,242 

  

 

一年内返済予定長期

借入金 
137,511千円

長期借入金 92,690 

計 230,202 

  

 

一年内返済予定長期

借入金 
187,259千円

長期借入金 136,525 

計 323,785 

  

※２ 消費税等の取扱 ※２ 消費税等の取扱 ※２  

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺の上、流動資産のその他に含めて表

示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺の上、流動負債のその他に含めて表

示しております。 

───── 

３ コミットメントライン契約 ３ コミットメントライン契約 ３ コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行11行と貸出コミット

メント契約を締結しております。この

契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行２行と貸出コミット

メント契約を締結しております。この

契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行１行と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 

貸出コミットメント

の総額 
3,500,000千円 

借入実行残高 － 

差引額 3,500,000 

  

 

貸出コミットメント

の総額 
1,500,000千円

借入実行残高 － 

差引額 1,500,000 

  

 

貸出コミットメント

の総額 
500,000千円

借入実行残高 － 

差引額 500,000 
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前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

４ 代預託契約 ４ 代預託契約 ４ 代預託契約 

 平成14年８月21日付で当社は一部

の店舗の敷金200,000千円について金

融機関及び貸主との間で代預託契約

を結んでおります。 

 当該契約に基づき、金融機関は平

成14年９月27日付で貸主に対して敷

金相当額200,000千円を当社に代わっ

て預託しております。 

 当該契約期間は平成29年８月31日

までとなっております。ただし、５

年ごとの見直し条項が付されており

ます。 

 

 平成15年４月１日付で当社は一部

の店舗の敷金 69,967千円について金

融機関及び貸主との間で代預託契約

を結んでおります。 

 当該契約に基づき、金融機関は平

成15年４月１日付で貸主に対して敷

金相当額69,967千円を当社に代わっ

て預託しております。 

 当該契約期間は平成25年９月30日

までとなっております。ただし、３

年ごとの見直し条項が付されており

ます。 

同左 平成14年８月21日付で当社は一部

の店舗の敷金 200,000千円について

金融機関及び貸主との間で代預託契

約を結んでおります。 

当該契約に基づき、金融機関は平

成14年９月27日付で貸主に対して敷

金相当額200,000千円を当社に代わっ

て預託しております。 

当該契約期間は平成29年８月31日

までとなっております。ただし、５

年ごとの見直し条項が付されており

ます。 

 

平成15年４月１日付で当社は一部

の店舗の敷金 69,967千円について金

融機関及び貸主との間で代預託契約

を結んでおります。 

当該契約に基づき、金融機関は平

成15年４月１日付で貸主に対して敷

金相当額69,967千円を当社に代わっ

て預託しております。 

当該契約期間は平成25年９月30日

までとなっております。ただし、３

年ごとの見直し条項が付されており

ます。 

 

平成17年４月25日付で当社は一部

の店舗の敷金 32,000千円について金

融機関及び貸主との間で代預託契約

を結んでおります。 

当該契約に基づき、金融機関は平

成17年４月28日付で貸主に対して敷

金相当額32,000千円を当社に代わっ

て預託しております。 

当該契約期間は平成18年７月31日

までとなっております。 

 

平成17年４月25日付で当社は一部

の店舗の敷金 27,000千円について金

融機関及び貸主との間で代預託契約

を結んでおります。 

当該契約に基づき、金融機関は平

成17年４月28日付で貸主に対して敷

金相当額27,000千円を当社に代わっ

て預託しております。 

当該契約期間は平成18年２月28日

までとなっております。 
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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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとお

りであります。 

※１  

───── 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとお

りであります。 

  

工具器具備品 5,654千円 

建物 6,368 

原状回復費用 1,498 

  

  

  

  

工具器具備品 5,654千円

建物 6,368 

原状回復費用 1,498 

  

２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 

 

有形固定資産 79,235 千円 

無形固定資産 361 

  

 

有形固定資産 54,069千円

無形固定資産 351

  

 

有形固定資産 174,010千円

無形固定資産 699
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30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 

（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 

（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 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

中間期

末残高

相当額 

（千円） 

車両運搬具 4,950 1,116 3,833 

工具器具備品 147,280 34,277 113,003 

ソフトウェア 36,464 3,038 33,425 

合計 188,694 38,433 150,261 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

中間期

末残高

相当額

（千円）

建物 343,140 14,938 328,202

車両運搬具 9,450 2,054 7,395

工具器具備品 291,698 77,282 214,416

ソフトウェア 58,674 11,386 47,287

合計 702,963 105,661 597,301

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

期末残

高相当

額 

（千円）

車両運搬具 4,950 1,563 3,386

工具器具備品 147,280 47,770 99,510

ソフトウェア 36,464 7,090 29,373

合計 188,694 56,423 132,271

  

（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 33,117千円 

１年超 117,889  

合計 151,006  

  

 

１年内 88,834千円

１年超 509,047

合計 597,881

  

 

１年内 33,102千円

１年超 101,447

合計 134,549

  

（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 17,793千円 

減価償却費相当額 16,596  

支払利息相当額 1,871  

  

 

支払リース料 45,946千円

減価償却費相当額 42,349

支払利息相当額 5,062

  

 

支払リース料 35,980千円

減価償却費相当額 33,574

支払利息相当額 3,602

  

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 （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。 

同左 同左 

（5）利息相当額の算定方法 （5）利息相当額の算定方法 （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。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

  

１年内 55,736 千円 

１年超 27,803  

合計 83,540  
 

  

１年内 27,643千円

１年超 －

合計 27,643
 

 

１年内 54,550千円

１年超 1,121

合計 55,672
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（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において、子会社株式及び関連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） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 35,228.44円 

１株当たり中間純利

益 
365.42円 

  

 

１株当たり純資産額 38,134.57円

１株当たり中間純利

益 
1,980.87円

  

 

１株当たり純資産額 36,606.91円

１株当たり当期純利

益 
1,712.05円

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有する

潜在株式が無い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

益金額については、希薄化効果を有する潜在

株式が無い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

利益金額については、希薄化効果を有する

潜在株式が無いため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日）

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 27,687 150,086 129,718 

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）純利益（千円） 27,687 150,086 129,718 

期中平均株式数（株） 75,768 75,768 75,768 

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 

新株予約権 1,000個 新株予約権 1,000個 

平成16年12月27日付定時株主

総会決議による自己株式取得方

式のストックオプション（株式

の数1,000株） 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

───── １．コミットメントライン契約の締結 １．ストックオプション制度の採用 

 平成17年12月27日開催の当社の定時株

主総会において、商法第280条ノ20及び同

第280条ノ21の規定に基づき、当社ならび

に当社子会社の役員及び従業員及び当社

の取引先、当該協力取引先の役員及び従

業員に対して特に有利な条件をもって新

株予約権を発行することを決議いたしま

した。 

 

運転資金の効率的な調達を行う目的を

もって、取引銀行１行と貸出コミットメ

ント契約を締結いたしました。 

（1）契約先 株式会社中央三井信託銀行

（2）締結の時期 平成18年４月28日 

（3）貸出コミットメントの総額  

100,000千円 

（4）借入の実行について 

平成18年４月28日に100,000千円

の借入を実行しております。 

２．リース契約の締結 

  平成17年７月25日付の取締役会におい

て、一部店舗の建物附属設備343百万円

（平成17年９月30日現在帳簿価額）につ

き、流動化を図る目的をもってセール

ス・アンド・リースバック契約を締結す

ることを決議しました。 

（1）契約先 三井住友銀リース株式会社

（2）締結の時期 平成17年10月１日 

 （3）物件名 店舗内設備 

（4）リース期間 60ヶ月 

  ３．コミットメントライン契約の締結 

  運転資金の効率的な調達を行う目的を

もって、取引銀行１行と貸出コミットメ

ント契約を締結いたしました。 

（1）契約先 株式会社UFJ銀行 

（2）締結の時期 平成17年12月７日 

（3）貸出コミットメントの総額  

1,000,000千円 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

 


