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平成 19 年３月期  個別中間財務諸表の概要        
 平成18年11月14日 

上場会社名  カネ美食品株式会社 上 場 取 引 所  ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  ２６６９ 本社所在都道府県  愛知県 

（ＵＲＬ http://www.kanemi-foods.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長  氏名 古 田 克 美 

問合せ先責任者  役職名 執行役員財務部長  氏名 三矢本利昭   ＴＥＬ（052）895－2141 

決算取締役会開催日  平成18年11月14日             配当支払開始日  平成18年12月５日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 
１．18年９月中間期の業績（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  (1) 経営成績                  （記載金額は、百万円未満の端数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９月中間期 37,227 （ △1.0 ） 1,621 （ △3.5 ） 1,696 （ △2.6 ）

17年９月中間期 37,620 （  2.6 ） 1,681 （△20.4 ） 1,742 （△19.4 ）

18年３月期 74,974 3,228 3,331 

 

 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９月中間期 947 （ △2.4 ） 94 99 

17年９月中間期 971 （   9.0 ） 96 31 

18年３月期 1,901 188 94 

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 9,972,195株 17年９月中間期10,082,589株 18年３月期10,061,290株 

    ２．会計処理の方法の変更   有 ・ ○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であり

ます。 

 
  (2) 財政状態 

 総  資  産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭 
18年９月中間期 25,177 18,532 73.6 1,858 60 

17年９月中間期 23,879 17,537 73.4 1,742 66 

18年３月期 25,021 18,227 72.8 1,827 01 

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 9,971,190株 17年９月中間期10,063,574株 18年３月期 9,976,428株 

   ２．期末自己株式数 18年９月中間期    28,810株 17年９月中間期   212,013株 18年３月期    23,572株 

 
２．19年３月期の業績予想（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通   期 74,530 3,403 1,901 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  190円65銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
18年３月期 15.00 25.00 40.00 

19年３月期（実績） 20.00 ― 
19年３月期（予想） ― 20.00 

40.00 

 

※上記の予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっては、添付資料の８ページを参照してください。 
 



－  － 

 

 

32

【主要な個別経営指標等の推移】 

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

売上高 千円 36,662,031 37,620,804 37,227,072 74,075,380 74,974,399 

経常利益 千円 2,161,604 1,742,136 1,696,511 4,143,463 3,331,868 

中間（当期）純利益 千円 890,854 971,034 947,248 1,981,476 1,901,029 

資本金 千円 2,002,262 2,002,262 2,002,262 2,002,262 2,002,262 

発行済株式総数 株 10,275,587 10,275,587 10,000,000 10,275,587 10,000,000 

純資産額 千円 15,761,615 17,537,394 18,532,438 16,695,498 18,227,052 

総資産額 千円 24,231,245 23,879,074 25,177,981 24,137,985 25,021,334 

１株当たり純資産額 円 1,560.48 1,742.66 1,858.60 1,653.11 1,827.01 

１株当たり中間(当期)
純利益金額 

円 88.17 96.31 94.99 196.15 188.94 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益
金額 

円 ─ ─ ─ ─ ─ 

１株当たり配当額 円 10.00 15.0 20.0 30.0 40.0 

自己資本比率 ％ 65.0 73.4 73.6 69.2 72.8 

従業員数 
(外、平均臨時雇用人
員) 

人 
1,083 
(4,460)

1,130 
(4,781)

1,118 
(4,875)

1,063 
(4,609) 

1,076 
(4,823)

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成16年５月20日付で、株式１株につき1.1株の株式分割を行っております。 

３．平成18年３月23日付で、自己株式275,587株を消却しております。 

４．第37期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

５．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

６．平成17年３月期の１株当たり配当額30円は、記念配当10円を含んでおり、平成18年３月期の１株当たり

配当額40円は、記念配当10円を含んでおります。 

７．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、（ ）内は外数で嘱託社

員の中間期末（期末）在籍人員とパートタイマー及びアルバイトのそれぞれ１人当たり１日８時間換算

による月平均人員を合計したものであります。 
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33

７【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９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31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  3,975,831 5,191,204 4,781,811 

２．売掛金  2,530,605 2,692,577 2,751,260 

３．たな卸資産  376,214 380,693 362,659 

４．繰延税金資産  314,328 326,165 410,516 

５．テナント預け金  277,788 307,973 337,839 

６．その他  195,988 192,543 100,476 

流動資産合計   7,670,756 32.1 9,091,157 36.1  8,744,563 34.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  3,455,487 3,634,849 3,718,704 

(2) 構築物  699,908 661,067 687,175 

(3) 機械及び装置  1,974,843 1,999,103 1,996,366 

(4) 車両運搬具  18,708 14,138 15,266 

(5) 工具器具備品  737,685 637,549 679,284 

(6) 土地  3,483,127 3,841,824 3,483,127 

(7) 建設仮勘定  105,840 428 ― 

計  10,475,601 10,788,961 10,579,925 

２．無形固定資産  201,090 192,579 203,070 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  3,505,133 3,027,218 3,614,949 

(2) 関係会社株式  220,960 227,813 259,759 

(3) 繰延税金資産  267,422 334,726 109,559 

(4) 長期性預金  700,000 700,000 700,000 

(5) 差入保証金  755,705 751,337 749,018 

(6) その他  102,203 72,587 68,788 

貸倒引当金  △19,800 △8,400 △8,300 

計  5,531,626 5,105,283 5,493,774 

固定資産合計   16,208,318 67.9 16,086,823 63.9  16,276,770 65.1

資産合計   23,879,074 100.0 25,177,981 100.0  25,021,334 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31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  2,608,872 2,683,777 2,782,515 

２．未払金  728,371 687,382 789,833 

３．未払費用  982,099 1,070,581 1,075,445 

４．未払法人税等  627,800 648,000 537,200 

５．賞与引当金  535,700 569,600 779,200 

６．役員賞与引当金  13,100 13,100 14,600 

７．その他  210,845 383,732 190,437 

流動負債合計   5,706,788 23.9 6,056,173 24.1  6,169,230 24.7

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  425,010 376,041 411,032 

２．役員退職慰労引当
金 

 143,426 ― 149,431 

３．長期未払金  ― 152,434 ― 

４．その他  66,454 60,893 64,586 

固定負債合計   634,892 2.7 589,369 2.3  625,050 2.5

負債合計   6,341,680 26.6 6,645,542 26.4  6,794,281 27.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,002,262 8.4 ― ―  2,002,262 8.0

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  2,174,336 ― 2,174,336 

資本剰余金合計   2,174,336 9.1 ― ―  2,174,336 8.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  81,045 ― 81,045 

２．任意積立金  9,604,363 ― 9,604,363 

３．中間（当期）未処
分利益 

 4,039,891 ― 3,959,714 

利益剰余金合計   13,725,300 57.4 ― ―  13,645,122 54.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  282,208 1.2 ― ―  478,830 1.9

Ⅴ 自己株式   △646,714 △2.7 ― ―  △73,500 △0.3

資本合計   17,537,394 73.4 ― ―  18,227,052 72.8

負債資本合計   23,879,074 100.0 ― ―  25,021,334 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31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
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 2,002,262 8.0  ― ―

２．資本剰余金    

  資本準備金  ― 2,174,336 ― 

資本剰余金合計   ― ― 2,174,336 8.6  ― ―

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 81,045 ― 

(2) その他利益剰余
金 

   

  特別償却準備金  ― 823 ― 

  別途積立金  ― 10,300,000 ― 

 繰越利益剰余金  ― 3,961,091 ― 

利益剰余金合計   ― ― 14,342,960 57.0  ― ―

４．自己株式   ― ― △91,039 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 18,428,520 73.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評
価差額金 

  ― ― 103,918 0.4  ― ―

評価・換算差額等合
計 

  ― ― 103,918 0.4  ― ―

純資産合計   ― ― 18,532,438 73.6  ― ―

負債純資産合計   ― ― 25,177,981 100.0  ― ―
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(2) 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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   37,620,804 100.0 37,227,072 100.0  74,974,399 100.0

Ⅱ 売上原価   32,853,354 87.3 32,597,544 87.5  65,743,010 87.7

売上総利益   4,767,449 12.7 4,629,527 12.5  9,231,389 12.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  3,085,971 8.2 3,008,028 8.1  6,002,916 8.0

営業利益   1,681,477 4.5 1,621,498 4.4  3,228,473 4.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  87,689 0.2 106,692 0.3  164,678 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  27,031 0.1 31,680 0.1  61,283 0.1

経常利益   1,742,136 4.6 1,696,511 4.6  3,331,868 4.4

Ⅵ 特別利益   15,779 0.1 5,902 0.0  154,963 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３  61,063 0.2 34,488 0.1  151,889 0.2

税引前中間(当期)
純利益 

  1,696,852 4.5 1,667,925 4.5  3,334,942 4.4

法人税、住民税及
び事業税 

 594,432 609,461 1,373,029 

法人税等調整額  131,385 725,818 1.9 111,215 720,676 1.9 60,883 1,433,913 1.9

中間(当期)純利益   971,034 2.6 947,248 2.6  1,901,029 2.5

前期繰越利益   3,068,857 ―  3,068,857

自己株式消却額   ― ―  859,219

中間配当額   ― ―  150,953

中間(当期)未処分
利益 

  4,039,891 ―  3,959,714
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(3) 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本 
準備金 

利益 
準備金 特別償却

準備金 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 
       （千円） 

2,002,262 2,174,336 81,045 4,363 9,600,000 3,959,714 13,645,122 △73,500 17,748,222

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の取崩
し（注） 

  △3,539 3,539 ―  ―

別途積立金の積立て
（注） 

  700,000 △700,000 ―  ―

剰余金の配当（注）   △249,410 △249,410  △249,410

中間純利益   947,248 947,248  947,248

自己株式の取得    △17,539 △17,539

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

    

中間会計期間中の変動額
合計     （千円） 

― ― ― △3,539 700,000 1,377 697,837 △17,539 680,298

平成18年９月30日残高 
       （千円） 

2,002,262 2,174,336 81,045 823 10,300,000 3,961,091 14,342,960 △91,039 18,428,520

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 
       （千円） 

478,830 478,830 18,227,052

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩
し（注） 

  ―

別途積立金の積立て
（注） 

  ―

剰余金の配当（注）   △249,410

中間純利益   947,248

自己株式の取得   △17,539

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△374,911 △374,911 △374,911

中間会計期間中の変動額
合計     （千円） 

△374,911 △374,911 305,386

平成18年９月30日残高 
       （千円） 

103,918 103,918 18,532,438

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 子会社株式 子会社株式 

  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、売却原

価は移動平均法により算定） 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

 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） 

 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）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品……総平均法による原価

法 

同左 同左 

 仕掛品…総平均法による原価

法 

  

 原材料…総平均法による原価

法 

ただし、生鮮品は

終仕入原価法による

原価法 

  

 商品……売価還元法による原

価法 

  

 貯蔵品… 終仕入原価法によ

る原価法 

  

(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（建

物付属設備を除く）については

定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     ７～50年 

構築物    ７～50年 

機械及び装置 ７～９年 

車両運搬具  ５～６年 

工具器具備品 ４～20年 

同左 同左 

 (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 

  均等償却を採用しておりま

す。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に充てる

ため、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。 

同左  従業員の賞与の支払に充てる

ため、賞与支給見込額の当事業

年度負担額を計上しておりま

す。 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 

  役員の賞与の支払に充てるた

め、当事業年度末後の株主総会

における決議を前提として、役

員賞与支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

 役員の賞与の支払に充てるた

め、役員賞与支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

 役員の賞与の支払に充てるた

め、当事業年度末後の株主総会

における決議を前提として、役

員賞与支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

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、３年に

よる定額法によりそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、３年による

定額法により費用処理しており

ます。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、３年に

よる定額法によりそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、３年による

定額法により費用処理しており

ます。 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

―――――― 

（追加情報） 

 従来、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計上して

おりましたが、平成18年６月22日

の定時株主総会において、役員退

職慰労引当金制度の廃止を決定し

たことに伴い、同日以降につい

て、引当金の計上を取り止めまし

た。この役員退職慰労引当金制度

の廃止に伴い、平成18年６月22日

現在における役員退職慰労引当金

残高152,434千円については、固

定負債の「長期未払金」に振替え

ております。 

 役員の退職慰労金の支出に備

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。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５．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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は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、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、18,532,438千円であり

ます。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

―――――― 
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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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、10,635,557千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,528,970千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、11,082,106千円でありま

す。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。 

   なお、当中間会計期間末にお

いて同契約に基づく借入実行残

高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当中間会計期間末にお

いて同契約に基づく借入実行残

高はありません。 

 ２．運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と特定融

資枠契約（コミットメントライ

ン契約）を締結しております。

   なお、当事業年度末において

同契約に基づく借入実行残高は

ありません。 
 

特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 
特定融資枠契
約の総額 

1,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 1,000,000 
  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 

※１．営業外収益の主要な項目は次

のとおりであります。 
 

受取利息 4,621千円

受取配当金 31,325 

不動産賃貸収
入 

30,518 

  

 
受取利息 4,490千円

受取配当金 44,548 

不動産賃貸収
入 

36,954 

  

 
受取利息 8,995千円

受取配当金 55,282 

不動産賃貸収
入 

65,863 

  
※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 

※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 

※２．営業外費用の主要な項目は次

のとおりであります。 
 

不動産賃貸収
入原価 

24,879千円

  

 
不動産賃貸収
入原価 

30,451千円

  

 
不動産賃貸収
入原価 

56,713千円
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※３．     ―――――― ※３．     ―――――― ※３．減損損失 

   当事業年度において、当社グ

ループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しまし

た。なお、資産のグルーピング

は、管理会計上の区分に基づい

て行っております。 
     

事業 用途 種類 
減損損失
(千円)

テナント
事業 

寿司専門
店舗７店
舗 

建物 
機械装置 
その他 

15,979
2,343
3,075

  
    テナント事業の寿司専門店舗

７店舗については、投資額に見

合った収益性を確保することは

困難であり、今後において投資

額の回収が見込めないと判断さ

れるため、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（21,398千

円）として特別損失に計上しま

した。 

 なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値により

測定しており、将来キャッ

シュ・フローに基づく評価額が

マイナスであるため、回収可能

価額は、零と算定しておりま

す。 

 ４．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 

 ４．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 

 ４．減価償却実施額は、次のとお

りであります。 
 

有形固定資産 563,858千円

無形固定資産 8,791千円
  

 
有形固定資産 565,525千円

無形固定資産 10,947千円
  

 
有形固定資産 1,195,569千円

無形固定資産 19,118千円
  

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

自己株式     

 普通株式（注） 23,572 5,238 ― 28,810 

合計 23,572 5,238 ― 28,810 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加5,238株は、取締役会決議に基づく取得による増加4,900株及び単元未

満株式の買取りによる増加338株であります。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

 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 

 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、減損損失

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、減損損失

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、減損損失

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) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器
具備品 

61,253 34,091 11,113 16,048 

合計 61,253 34,091 11,113 16,048 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

61,253 42,910 11,113 7,229

合計 61,253 42,910 11,113 7,229

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円)

工具器
具備品

61,253 38,500 11,113 11,639

合計 61,253 38,500 11,113 11,639

  
 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。 

同左  （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 
 

１年内 8,818千円

１年超 7,229 

計 16,048 
  

 
１年内 6,122千円

１年超 1,107 

計 7,229 
  

 
１年内 8,818千円

１年超 2,820 

計 11,639 
   

リース資産減損

勘定の残高 
8,376千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
5,639千円

  

 
リース資産減損

勘定の残高 
7,008千円

  
 （注）未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左  （注）未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相当

額 
 

支払リース料 5,777千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
1,368 

減価償却費相当額 4,409 
  

 
支払リース料 5,777千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
1,368 

減価償却費相当額 4,409 
  

 
支払リース料 11,555千円

リース資産減損勘

定の取崩額 
2,736 

減価償却費相当額 8,818 
  

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 



 

－  － 

 

 

44

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間会計期間（自平成18年４月１日 至

平成18年９月30日）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,742.66円 1,858.60円 1,827.01円

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

96.31円 94.99円 188.94円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しな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

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しな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、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）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 971,034 947,248 1,901,029 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

971,034 947,248 1,901,029 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,082 9,972 10,061 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 




