
第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度中に実施いたしました設備投資は、８店舗の出店、９店舗の改装および全店舗への防犯カメラ設置

を行い、総額 636百万円の設備投資となりました。。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の平成17年10月31日現在における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社 

① 事業所別設備の状況 

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 

(人) 建物及び
構築物 

機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

関西地区 大阪府 
直営店部

門 
店舗 42,698 3,808 

－ 

(  － ) 
7,060 53,566 

21( 57) 

山陰地区 島根県 
直営店部

門 
店舗 149,003 22,953 

－ 

(  － ) 
15,629 187,587 

20( 63) 

山陽地区 岡山県 
直営店部

門 

店舗及び

本部 
219,364 41,165 

374,472 

(1,413.00)
45,287 680,289 

90(171) 

  広島県 
直営店部

門 
店舗 230,192 48,305 

－ 

(  － ) 
29,141 307,639 

 36(102) 

  山口県 
直営店部

門 
店舗 196,528 38,700 

－ 

(  － ) 
19,570 254,799 

 17( 56) 

九州地区 福岡県 
直営店部

門 

店舗 

  
514,195 134,251 

－ 

(  － ) 
64,633 713,080 

 86(293) 

  佐賀県 
直営店部

門 
店舗 176,171 29,292 

－ 

(  － ) 
14,219 219,682 

 15( 44) 

  熊本県 
直営店部

門 
店舗 66,929 16,504 

－ 

(  － ) 
9,121 92,554 

 8( 26) 
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② 店舗の設備状況 

平成17年10月31日現在における直営店部門の店舗（96店）の設置状況は次のとおりであります。 

（注）開店年月については、「マリンポリス」から「しーじゃっく」へ業態変更した店舗は業態変更の年月を記載してお

ります。 

所在地 店名 開店年月 客席数（席）   所在地 店名 開店年月 客席数（席） 

大阪府 羽倉崎店 平成６年４月 37   山口県 川手店 平成15年10月 56 

  泉大津店 平成７年４月 37     西岐波店 平成16年２月 56 

  新家店 平成７年８月 41     一の宮店 平成16年６月 47 

  平野店 平成７年10月 39     遠石店 平成16年12月 56 

  平野長吉店 平成８年３月 42     南岩国店 平成16年12月 56 

  二色の浜店 平成８年６月 62   福岡県 下山門店 平成13年３月 42 

  松原店 平成９年４月 41     筑紫通り店 平成13年３月 50 

  高槻店 平成９年５月 43     原店 平成13年３月 40 

  伊賀店 平成９年７月 44     下白水店 平成13年３月 35 

岡山県 西大寺店 昭和62年12月 40     前原店 平成13年３月 42 

  本店 昭和63年２月 53     松島店 平成13年３月 43 

  東川原店 平成９年７月 40     武蔵店 平成13年３月 41 

  中島店 平成11年４月 92     仲原店 平成13年３月 44 

  白楽町店 平成11年５月 92     宇美店 平成13年３月 41 

  伊島北店 平成13年３月 57     原田店 平成13年３月 42 

  国府市場店 平成13年６月 60     土井店 平成13年３月 42 

  平井店 平成13年９月 46     半道橋店 平成13年３月 59 

  豊成店 平成13年９月 43     笹丘店 平成13年３月 41 

  青江店 平成13年９月 50     大橋店 平成13年７月 38 

  里庄店 平成13年９月 40     今宿店 平成13年７月 52 

  北畝店 平成13年９月 66     甘木店 平成13年８月 48 

  東古松店 平成13年11月 42     大川店 平成13年11月 47 

  築港店 平成14年２月 57     諏訪野店 平成13年11月 47 

  笠岡店 平成14年７月 38     御井朝妻店 平成13年12月 58 

  妹尾店 平成14年10月 40     太宰府店 平成14年３月 39 

  花尻店 平成15年３月 40     ウエルタ新宮店 平成14年３月 110 

  岡山駅前店 平成16年２月 36     山ノ井店 平成14年３月 58 

  円山店 平成17年４月 36     奈多店 平成14年４月 60 

広島県 海田店 平成４年11月 47     船津店 平成14年４月 54 

  南観音店 平成12年９月 47     柳川店 平成14年11月 57 

  中山店 平成13年12月 41     小田部店 平成14年11月 57 

  高陽店 平成14年２月 39     プラムガーデン店 平成15年２月 56 

  可部店 平成14年２月 54     那珂川店 平成15年３月 55 

  西原店 平成14年２月 40     大牟田銀水店 平成15年４月 80 

  府中大橋店 平成14年６月 36     向佐野店 平成15年９月 61 

  石内バイパス店 平成14年８月 82     飯塚店 平成15年10月 56 

  五日市中央店 平成14年９月 38    葛原店 平成16年３月 56 

  上安店 平成15年３月 55    三ヶ森店 平成16年３月 56 

  府中大須店 平成16年３月 57     苅田店 平成17年３月 66 

  竹屋町店 平成17年３月  89     本城店 平成17年４月 66 

島根県 大田店 平成９年６月 37   佐賀県 鳥栖店 平成13年11月 48 

  浜乃木店 平成13年11月 45     佐賀兵庫店 平成14年６月 48 

  出雲ドーム店 平成14年12月 57     三田川店 平成14年７月 55 

  松江サティ店 平成15年４月 36     唐津駅前店 平成15年11月 56 

  斐川店 平成15年７月 47     開成店 平成17年７月 65 

  出雲駅南店 平成15年10月 56   熊本県 浜線バイパス店 平成14年６月 57 

  三刀屋店 平成17年４月 57     飛田バイパス店 平成14年８月 61 

           武蔵ケ丘店 平成14年12月 57 

            小川店 平成17年４月  58 
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(2）在外子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は器具備品であり、建設仮勘定を含んでおりません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。 

３．上記の他、主要なリース設備として以下のものがあります。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
(人) 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

MARINEPOLIS 

U.S.A., Inc. 

ポートランド店 

他６店 

(米国オレゴン

州他) 

直営店部

門 
店舗 150,270 31,283 

－ 

(   －  )
2,516 184,070

18 

(67) 

会社名 名  称 数 量 リース期間 
リース契約残高 

（千円） 

提出会社 
厨房機器等 

（所有権移転外ファイナンス・リース） 
一式 ５～６年 467 
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３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案し

て計画を策定しております。なお、平成17年10月31日現在における重要な設備の新設、改修、除却の計画は次のとお

りであります。 

 （1）重要な設備の新設 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．上記事業部門は、平成17年12月より、直営店部門で新規事業（洗車場及びスープカレー店の運営）を開始した

ため、新たな事業部門区分により記載しております。 

 （2）重要な改修及び除却 

 当社は、営業力強化を図るため、13店舗の改修（投資予定金額 109百万円）を計画しております。    

 また、当社は、経営の効率化を図るため、８店舗の閉鎖を計画しております。 

会社名 事業部門 設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方
法 

店舗オープン 
予定年月 

完成後の増加
能力 

（席） 
（増加客席

数） 

総額 
（千円）

既支払額
（千円）

当 社 
回転寿

司部門 

山の田店  

(山口県下関

市） 

41,000 14,642 

自己資金

及び借入

金  

平成17年11月 56 

当 社 
回転寿

司部門 

徳力店  

(福岡県北九

州市） 

60,000 － 

自己資金

及び借入

金  

平成17年12月 57 

当 社 
洗車場

部門 

JAVA豊成店 

(岡山県岡山

市） 

65,970 5,000 

自己資金

及び借入

金  

平成17年12月 － 

当 社 
洗車場

部門 

JAVA２号店

(岡山県岡山

市) 

60,000 － 

自己資金

及び借入

金  

平成18年8月 － 

当 社 

スープ

カレー

部門 

レッドスパ

イス表町店

(岡山県岡山

市) 

30,000 2,000 

自己資金

及び借入

金  

平成17年12月 31 

当 社 

スープ

カレー

部門 

レッドスパ

イス２号店

(岡山県岡山

市) 

30,000 － 

自己資金

及び借入

金  

平成18年3月 50 

MARINEPOLIS U.S.A., Inc.  
回転寿

司部門 

米国７号店

(米国オレゴ

ン州) 

66,012 － 

自己資金

及び借入

金  

平成18年2月 77 

MARINEPOLIS U.S.A., Inc. 
回転寿

司部門 

米国８号店

(米国ワシン

トン州) 

63,042 － 

自己資金

及び借入

金  

平成18年5月 60 

当社 
回転寿

司部門 

新設店舗13

店舗 
985,000 3,000 

自己資金

及び借入

金  

平成18年1月

～7月 
796 
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