
１．平成16年9月中間期の業績（平成16年4月1日～平成16年9月30日） 

  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  1円33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。 

                 
  

平平平平成成成成17171717年年年年3333月月月月期期期期    個個個個別別別別中中中中間間間間財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表のののの概概概概要要要要    平成16年11月22日 
上場会社名 株式会社 銀銀銀銀座座座座山山山山形形形形屋屋屋屋 登録銘柄   
コード番号 8215 本社所在都道府県  東京都 
(URL http://www.ginyama.co.jp)
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 菊地 邦紀 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 岩井 久則 ＴＥＬ  （03）3545－4731 
決算取締役会開催日 平成16年11月22日 中間配当制度の有無 有 
中間配当支払日    ― 単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

(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 ％ 
16年9月中間期 238 12.3 13 － 80 86.0 
15年9月中間期 212 7.1 △20 － 43 － 
16年3月期 474  △1  112  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 
16年9月中間期 △28 － △1 63 
15年9月中間期 119 － 7 77 
16年3月期 149  9 11 
（注）①期中平均株式数 16年9月中間期 17,301,220株 15年9月中間期 15,436,888株 16年3月期 16,369,787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であります。 

(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 
16年9月中間期 0 00 ― ―  
15年9月中間期 0 00 ― ―  
16年3月期 ― ― 5 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 
16年9月中間期 6,884 4,038 58.7 233 45 
15年9月中間期 8,075 4,016 49.7 232 14 
16年3月期 7,073 4,130 58.4 238 74 
（注）①期末発行済株式数 16年9月中間期 17,301,220株 15年9月中間期 17,303,355株 16年3月期 17,301,220株

②期末自己株式数 16年9月中間期 743,495株 15年9月中間期 741,360株 16年3月期 743,495株

２．平成17年3月期の業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）   

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 
期末  

  百万円  百万円  百万円 円 銭 円 銭 
通 期 476  120  23  5 00 5 00 
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６．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15年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年9月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成16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                     

現金及び預金 ※２ 2,160,621     2,503,979     2,203,537     

売掛金   24,822     1,818     24,822     

未収入金   111,053     9,036     18,035     

その他   128,891     20,835     22,901     

貸倒引当金   △60     －     △30     

流動資産合計     2,425,328 30.0   2,535,669 36.8   2,269,266 32.1 

Ⅱ 固定資産                     

有形固定資産 ※１                   

建物   264,132     199,987     225,717     

土地   524,897     469,422     476,897     

その他   14,901     13,435     14,044     

有形固定資産合
計     803,931 9.9   682,845 9.9   716,660 10.1 

無形固定資産     4,855 0.1   3,699 0.1   4,262 0.1 

投資その他の資
産                     

投資有価証券   1,227,522     1,305,872     1,351,037     

長期貸付金   6,427,347     4,484,000     4,894,000     

差入保証金及
び敷金   205,478     301,301     256,053     

その他   258,974     312,889     328,746     

貸倒引当金   △2,822,441     △2,299,605     △2,303,605     

関係会社株式
評価引当金   △474,500     △442,500     △442,500     

投資その他の資
産合計     4,822,381 59.7   3,661,957 53.2   4,083,733 57.7 

固定資産合計     5,631,168 69.7   4,348,503 63.2   4,804,655 67.9 

Ⅲ 繰延資産     19,479 0.3   － －   － － 

資産合計     8,075,976 100.0   6,884,173 100.0   7,073,922 100.0 
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 （注） 千円未満切り捨て 

    前中間会計期間末 
（平成15年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年9月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成16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                     

短期借入金 ※２ 400,000     －     －     

１年内返済予定
の長期借入金   160,000     －     －     

未払法人税等   475     5,337     950     

未払消費税等   5,264     3,257     7,976     

預り金   521,585     237,140     330,261     

その他   38,980     20,764     24,397     

流動負債合計     1,126,305 14.0   266,499 3.9   363,585 5.1 

Ⅱ 固定負債                     

社債   2,200,000     2,200,000     2,200,000     

長期借入金   400,000     －     －     

繰延税金負債   46,202     120,464     104,596     

退職給付引当金   183,553     165,828     176,549     

役員退職慰労引
当金   64,769     72,437     68,703     

その他   38,274     20,000     30,000     

固定負債合計     2,932,799 36.3   2,578,730 37.4   2,579,849 36.5 

負債合計     4,059,105 50.3   2,845,229 41.3   2,943,434 41.6 

                      
（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     2,727,560 33.8   2,727,560 39.6   2,727,560 38.6 

Ⅱ 資本剰余金                     

１ 資本準備金   835,890     835,890     835,890     

２ その他資本剰余
金   338,727     338,727     338,727     

資本剰余金合計     1,174,617 14.5   1,174,617 17.1   1,174,617 16.6 

Ⅲ 利益剰余金                     

  中間未処分利益   119,945     34,619     149,282     

利益剰余金合計     119,945 1.5   34,619 0.5   149,282 2.1 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金     67,877 0.8   175,517 2.5   152,397 2.1 

Ⅴ 自己株式     △73,130 △0.9   △73,371 △1.0   △73,371 △1.0 

資本合計     4,016,870 49.7   4,038,943 58.7   4,130,487 58.4 

負債・資本合計     8,075,976 100.0   6,884,173 100.0   7,073,922 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

 （注） 千円未満切り捨て 

    
前中間会計期間 

自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前事業年度要約損益計算書 
自 平成15年4月１日 
至 平成16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   212,509 100.0 238,267 100.0 474,982 100.0 

Ⅱ 売上原価   95,595 45.0 145,705 61.2 199,940 42.1 

売上総利益   116,914 55.0 92,562 38.8 275,042 57.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   137,303 64.6 78,798 33.0 276,204 58.1 

営業利益又は営業損失（△）   △20,389 △9.6 13,763 5.8 △1,161 △0.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 110,949 52.2 83,444 35.0 202,265 42.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 46,961 22.1 16,234 6.8 88,349 18.6 

経常利益   43,598 20.5 80,973 34.0 112,754 23.7 

Ⅵ 特別利益 ※３ 111,040 52.2 30 0.0 150,186 31.6 

Ⅶ 特別損失 ※４ 34,272 16.1 108,686 45.6 112,762 23.7 

税引前中間純損失（△）又は 
中間（当期）純利益   120,365 56.6 △27,682 △11.6 150,178 31.6 

法人税、住民税及び事業税   420 0.2 475 0.2 895 0.2 

中間純損失（△）又は中間 
（当期）純利益   119,945 56.4 △28,157 △11.8 149,282 31.4 

前期繰越利益   －   62,776 26.3 －   

中間未処分利益   119,945   34,619   149,282   
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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 

前中間会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前事業年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 
① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

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 資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 
① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 
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、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 
決算末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 
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 
時価法 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1）有形固定資産 
 定率法によっております。 
 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）につい
ては、定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1）有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1）有形固定資産 

同左 

建物 ８年～47年     

(2）無形固定資産 
 定額法によっております。 
 なお、ソフトウェア（社内利用分）に
ついては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっておりま
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 
 定額法によっております。 

(3）長期前払費用 
同左 

(3）長期前払費用 
同左 

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為、
回収不能見積額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 
(1）貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 
(1）貸倒引当金 

同左 

① 一般債権 
 貸倒実績率法によっております。 

① 一般債権 
同左 

① 一般債権 
同左 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
 個別に回収可能性を検討し回収不能
見積額を計上しております。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
同左 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
同左 

(2）関係会社株式評価引当金 
 関係会社投資損失に備える為、関係会
社の財政状態等を勘案して計上しており
ます。 

(2）関係会社株式評価引当金 
同左 

(2）関係会社株式評価引当金 
同左 
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前中間会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前事業年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

(3）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える為、退職給
付会計に関する実務指針（会計制度委員
会報告第13号）に定める簡便法により当
中間会計期間末における退職給付債務及
び年金資産に基づき、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為、退職給
付会計に関する実務指針（会計制度委員
会報告第13号）に定める簡便法により、
当期末における退職給付債務及び年金資
産に基づき計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 
 役員の退職による退職慰労金支給に備
える為、支給内規に基づく中間期末要支
給額の100％を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 
同左 

(4）役員退職慰労引当金 
 役員の退職による退職慰労金支給に備
える為、支給内規に基づく期末要支給額
の100％を計上しております。 

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。 

４ リース取引の処理方法 
同左 

４ リース取引の処理方法 
同左 

５ 重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 
 特例処理の要件を満たしている金利ス
ワップ取引については、特例処理を採用
しております。 

５ 重要なヘッジ会計の方法 
        ―― 
  

５ 重要なヘッジ会計の方法 
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 

  
  
  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

同左 
ヘッジ対象 
借入金の支払利息 

  
  

ヘッジ対象 
同左 

③ ヘッジ方針 
 借入金利変動リスクを回避する目的で
行っております。 

  
  

③ ヘッジ方針 
同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
 特例処理の要件を満たしている金利ス
ワップ取引については、決算日における
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 

６ 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 

(1）消費税等の会計処理 
 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。 

６ 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 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

６ その他財務諸表作成のための基本となる
重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 
同左 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(平成15年9月30日) 

当中間会計期間 
(平成16年9月30日) 

前事業年度 
(平成16年3月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 
  507,201千円   523,399千円   513,185千円 

※２ 担保提供資産 ※２      ―――― ※２      ―――― 
 下記債務に対しては、次の資産を担保
に供しております。 

    

〔資産〕   
定期預金 300,000千円 

〔債務〕   
短期借入金 300,000千円 

  
  

    
    
    

  
  

    
    
    

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 
 下記のとおり子会社の営業債務等に対
し、債務保証を行っております。 

 下記のとおり子会社の営業債務等に対
し、債務保証を行っております。 

 下記のとおり子会社の営業債務に対
し、債務保証を行っております。 

㈱エルメックス・ハ
ウス 

108,286千円 

㈱ウイングロード 32,508千円 

計 140,795千円 

㈱エルメックス・ハ
ウス 

217,844千円 

㈱ウイングロード 1,092千円 

計 218,937千円 

㈱エルメックス・ハ
ウス 

200,540千円 

㈱ウイングロード 22,536千円 

計 223,077千円 

 ４ 消費税の取扱い  ４ 消費税の取扱い  ４       ―――― 
仮払消費税及び仮受消費税は相殺の上、
未払消費税として表示しております。 

同左   

前中間会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前事業年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3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 90,375千円 
受取配当金 8,526千円 

受取利息 70,896千円 
受取配当金 8,925千円 

受取利息 170,794千円 
受取配当金 11,088千円 

※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 14,356千円 
社債利息 8,085千円 
社債発行費償却 7,791千円 

社債利息 7,410千円 
支払保証料 7,436千円 

支払利息 19,615千円 
社債利息 14,740千円 
支払保証料 14,868千円 
社債発行費償却 27,270千円 

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 
土地売却益 108,490千円 貸倒引当金戻入益 30千円 建物売却益 1,219千円 

土地売却益 108,990千円 
関係会社株式評価引
当金戻入益 

32,000千円 

※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 
建物売却損 21,578千円 建物評価損 16,125千円 

土地評価損 7,475千円 
投資有価証券評価損 84,803千円 

貸倒引当金繰入額 31,995千円 
賃借契約解約損 23,809千円 
金利スワップ契約解
約損 

15,761千円 

関係会社株式売却損 11,000千円 

 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 12,761千円 
無形固定資産 571千円 

有形固定資産 10,214千円 
無形固定資産 562千円 

有形固定資産 25,251千円 
無形固定資産 1,139千円 
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① リース取引 

② 有価証券 
 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及び関連会社株式で時価のある
ものはありません。 

前中間会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前事業年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16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 

  
その他 

(車両運搬具) 
合計 

取得価額相
当額 

6,696千円 6,696千円 

減価償却累
計額相当額 

4,836千円 4,836千円 

中間期末残
高相当額 

1,860千円 1,860千円 

  
その他 

(車両運搬具) 
合計 

取得価額相
当額 

－千円 －千円 

減価償却累
計額相当額 

－千円 －千円 

中間期末残
高相当額 

－千円 －千円 

  
その他 

(車両運搬具) 
合計 

取得価額相
当額 

6,696千円 6,696千円 

減価償却累
計額相当額 

5,952千円 5,5952千円 

期末残高相
当額 

744千円 744千円 

 なお、取得価額相当額等は、有形固定資
産の中間期末残高等に占める未経過リース
料残高の割合が低いため、支払利子込み法
によっております。 

同左  なお、取得価額相当額等は、有形固定資
産の期末残高等に占める未経過リース料残
高の割合が低いため、支払利子込み法によ
っております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 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 1,860千円
１年超 0千円

計 1,860千円

１年内 －千円 
１年超 －千円 

計 －千円 

１年内 744千円 
１年超 －千円 

計 744千円 

 なお、未経過リース料中間期末残高相当
額の算定は、有形固定資産の中間期末残高
等に占めるその割合が低いため、支払利子
込み法によっております。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相当額の
算定は、有形固定資産の期末残高等に占め
るその割合が低いため、支払利子込み法に
よっております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 1,116千円
減価償却費相当額 1,116千円

支払リース料 744千円 
減価償却費相当額 744千円 

支払リース料 2,232千円 
減価償却費相当額 2,232千円 

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 
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