
第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成15年11月１日から平成16年４月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

 ただし、当中間連結会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項

のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成15年11月１日から平成16年４月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 ただし、当中間会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成15年11月１日から平成16年４月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成15年11月１日から平成16年４月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年11月１日から平成17年４月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

 なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成16年８月11日提出の有価証券届出書

に添付されたものによっております。 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成16年10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     700,899     1,635,349     1,236,289   

２．受取手形及び売掛金     57,898     39,564     87,560   

３．たな卸資産     109,730     100,359     69,820   

４．その他     195,593     183,964     207,905   

貸倒引当金     △800     △250     △600   

流動資産合計     1,063,321 21.2   1,958,989 32.0   1,600,977 29.1 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産                     

(1）建物及び構築物 ※1.2 1,710,910     1,837,098     1,730,025     

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 386,640     411,548     378,038     

(3）土地 ※２ 374,472     374,472     374,472     

(4）その他 ※１ 251,029 2,723,052   295,061 2,918,179   217,022 2,699,558   

２．無形固定資産     77,979     61,203     69,396   

３．投資その他の資産                     

(1）差入保証金   858,812     853,733     843,796     

(2）その他   335,347     340,724     293,418     

貸倒引当金   △32,079 1,162,080   △6,019 1,188,437   △2,430 1,134,784   

固定資産合計     3,963,112 78.8   4,167,821 68.0   3,903,739 70.9 

資産合計     5,026,434 100.0   6,126,810 100.0   5,504,716 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年10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．支払手形及び買掛金     574,036     821,223     798,838   

２．短期借入金     110,000     220,000     20,000   

３．１年以内返済予定長期借
入金 

    695,284     767,203     734,624   

４．未払金     395,269     443,601     390,543   

５．未払法人税等     130,000     57,000     201,000   

６．賞与引当金     75,767     63,675     76,025   

７．その他     188,846     334,166     168,077   

流動負債合計     2,169,203 43.2   2,706,870 44.2   2,389,109 43.4 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金     1,491,950     1,409,814     1,105,908   

２．役員退職慰労引当金     85,976     94,967     91,271   

３．その他     93,486     113,144     107,682   

固定負債合計     1,671,412 33.2   1,617,925 26.4   1,304,861 23.7 

負債合計     3,840,615 76.4   4,324,795 70.6   3,693,970 67.1 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     380,905 7.6   572,405 9.3   572,405 10.4 

Ⅱ 資本剰余金     283,242 5.6   600,492 9.8   600,492 10.9 

Ⅲ 利益剰余金     538,432 10.7   653,884 10.7   654,150 11.9 

Ⅳ 為替換算調整勘定     △16,762 △0.3   △24,767 △0.4   △16,302 △0.3 

資本合計     1,185,818 23.6   1,802,014 29.4   1,810,746 32.9 

負債資本合計     5,026,434 100.0   6,126,810 100.0   5,504,716 100.0 
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②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度の 
連結損益計算書 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年10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     5,292,187 100.0   5,416,203 100.0   10,988,674 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,299,403 43.4   2,330,929 43.0   4,739,625 43.1 

売上総利益     2,992,784 56.6   3,085,274 57.0   6,249,049 56.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費                     

１．役員報酬   54,492     52,161     104,066     

２．給与手当及び賞与   546,745     612,671     1,216,232     

３．雑給   705,734     762,681     1,470,421     

４．賞与引当金繰入額   75,764     63,696     76,021     

５．役員退職慰労引当金繰入
額 

  5,295     5,254     10,590     

６．水道光熱費   184,698     199,512     432,177     

７．消耗品費   183,736     204,834     352,897     

８．賃借料   407,630     418,996     831,915     

９．減価償却費   215,375     226,864     459,914     

10．貸倒引当金繰入額   －     3,239     －     

11．その他   388,799 2,768,271 52.4 438,051 2,987,963 55.2 803,744 5,757,981 52.4 

営業利益     224,512 4.2   97,311 1.8   491,067 4.5 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   2,099     2,183     4,207     

２．持分法による投資利益   3,834     －     3,834     

３．賃貸料収入   17,197     13,992     22,357     

４．自動販売機収入   9,776     10,757     21,017     

５．販売協賛金収入   6,437     6,472     11,635     

６．上場祝金収入   －     5,350     －     

７．その他   2,236 41,581 0.8 2,604 41,359 0.8 7,562 70,614 0.6 

Ⅴ 営業外費用                     

１．支払利息   19,692     15,493     37,009     

２．賃貸原価   10,130     15,016     16,587     

３．新株発行費   －     －     16,686     

４．その他   1,002 30,825 0.6 116 30,626 0.6 4,427 74,710 0.7 

経常利益     235,268 4.4   108,045 2.0   486,970 4.4 
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前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度の 
連結損益計算書 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年10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 
（％） 

Ⅵ 特別利益                     

１．立退料収入   8,872     －     8,872     

２．関係会社清算益   20,078     －     20,078     

３．貸倒引当金戻入益   12,652     －     13,639     

４．その他   3,010 44,613 0.8 － － － 3,010 45,600 0.4 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産売却損 ※１ 4,966     21     4,966     

２．固定資産除却損 ※２ 6,221     10,904     11,878     

３．賃借店舗解約損 ※３ 4,200 15,387 0.3 2,412 13,338 0.3 6,035 22,880 0.2 

税金等調整前中間（当
期）純利益 

    264,494 4.9   94,706 1.7   509,690 4.6 

法人税、住民税及び事業
税 

  131,307     46,601     276,583     

法人税等調整額   △1,686 129,621 2.4 6,481 53,082 0.9 △17,484 259,099 2.3 

中間（当期）純利益     134,873 2.5   41,623 0.8   250,591 2.3 
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③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     283,242   600,492   283,242 

Ⅱ 資本剰余金増加高               

増資による新株の発行   － － － － 317,250 317,250 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高     283,242   600,492   600,492 

                

（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     422,004   654,150   422,004 

Ⅱ 利益剰余金増加高               

中間（当期）純利益   134,873 134,873 41,623 41,623 250,591 250,591 

Ⅲ 利益剰余金減少高               

配当金   18,445 18,445 41,890 41,890 18,445 18,445 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高     538,432   653,884   654,150 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期）純利益   264,494 94,706 509,690 

減価償却費   217,566 229,195 463,743 

賞与引当金の減少額   △1,528 △12,293 △1,276 

役員退職慰労引当金の増加額   5,295 3,696 10,590 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △12,652 3,239 △42,501 

受取利息及び受取配当金   △2,099 △2,183 △4,207 

支払利息   19,692 15,493 37,009 

為替差損益（益：△）   1,139 △57 1,576 

持分法による投資利益   △3,834 － △3,834 

長期貸付金の家賃相殺額   3,026 4,159 6,365 

差入保証金の家賃相殺額   14,980 14,080 29,561 

新株発行費   － － 16,686 

固定資産除却損   6,121 9,939 10,948 

固定資産売却損   4,966 21 4,966 

賃借店舗解約損   4,200 2,412 4,200 

関係会社清算益   △20,078 － △20,078 

売上債権の増減額（増加：△）   1,011 47,516 △28,651 

たな卸資産の増減額（増加：△）   △39,344 △30,667 572 

仕入債務の増加額   92,078 23,457 316,806 

未払消費税等の増減額（減少：△）   △8,317 △35,330 17,430 

その他   30,134 64,462 102,165 

小計   576,851 431,849 1,431,763 

利息の受取額及び受取配当金   1,760 1,707 3,496 

利息の支払額   △19,895 △15,740 △34,318 

法人税等の支払額   △94,307 △200,101 △168,583 

営業活動によるキャッシュ・フロー   464,408 217,714 1,232,357 
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前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △411,088 △237,249 △698,119 

有形固定資産の売却による収入   3,716 2,690 5,666 

無形固定資産の取得による支出   △1,339 △3,382 △6,536 

長期貸付金の貸付による支出   △67,914 △44,620 △67,914 

長期貸付金の回収による収入   10,077 10,198 21,180 

差入保証金の取得による支出   △34,013 △45,743 △42,881 

差入保証金の返還による収入   77 13,826 320 

投資有価証券の取得による支出   △17,281 － △17,281 

関係会社の清算による収入   41,193 － 41,193 

その他   5,403 △5,431 5,403 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △471,169 △309,712 △758,969 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入金の純増減額（減少：△）   △140,000 200,000 △230,000 

長期借入れによる収入   700,000 700,000 700,000 

長期借入金の返済による支出   △393,764 △363,515 △740,466 

株式の発行による収入   － － 492,063 

配当金の支払額   △18,445 △41,890 △18,445 

財務活動によるキャッシュ・フロー   147,791 494,595 203,152 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △4,866 △3,537 △4,986 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   136,162 399,059 671,553 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   564,736 1,236,289 564,736 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

  700,899 1,635,349 1,236,289 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は全て連結しておりま

す。 

 当該連結子会社はMARINEPOLIS  

U.S.A., Inc.の１社であります。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数…０社 

 なお、㈱岡山専門大店は平成16

年４月27日に清算結了しておりま

す。 

  ――――――――――――  

  

持分法適用の関連会社数…０社 

 なお、㈱岡山専門大店は平成16

年４月27日に清算結了しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社MARINEPOLIS U.S.A., 

Inc.の中間決算日は、２月末日で

あります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。た

だし、３月１日から中間連結決算

日４月30日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

同左 

  

  

 連結子会社MARINEPOLIS U.S.A., 

Inc.の決算日は、８月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、９月１

日から連結決算日10月31日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

たな卸資産 

食材    最終仕入原価法 

貯蔵品 

店舗保管 最終仕入原価法 

本部保管 移動平均法による

原価法 

たな卸資産 

同左 

たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 

定率法 

 ただし、連結子会社について

は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は、建物

15年～31年であります。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

定額法 

 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）に基づいて

おります。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 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、取立不能見込額を

計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計

年度負担額を計上しております。 

  役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を計

上しております。 

役員退職慰労引当金 

同左 

役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上し

ております。 

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

結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。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部におけ

る「為替換算調整勘定」に含めて

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

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。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部における

「為替換算調整勘定」に含めてお

ります。 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

 当社は、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）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理については、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び３ヵ月以内の定期預金か

らなっております。 

同左 同左 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

 ――――――――――――― （法人事業税の外形標準課税） 

「地方税等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以降開始する連結会計年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、

当中間連結会計期間から法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費として処理してお

ります。この結果、販売費及び一般管

理費が9,500千円増加し、営業利益及

び経常利益並びに税金等調整前中間純

利益は同額減少しております。 

 ――――――――――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（平成16年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,628,453千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

2,038,483千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

1,849,400千円であります。 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

建物及び構築物 17,228千円

土地 298,038千円

計 315,266千円

建物及び構築物 16,342千円

土地 298,038千円

計 314,381千円

建物及び構築物 17,012千円

土地 298,038千円

計 315,050千円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

前中間連結会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※１．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 4,742千円

機械装置及び運搬具 223千円

計 4,966千円

機械装置及び運搬具 21千円

計 21千円

建物及び構築物 4,742千円

機械装置及び運搬具 223千円

計 4,966千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 6,088千円

撤去費用 100千円

その他 32千円

計 6,221千円

建物及び構築物 9,104千円

機械装置及び運搬具 608千円

撤去費用 965千円

その他 226千円

計 10,904千円

建物及び構築物 9,683千円

撤去費用 929千円

その他 1,265千円

計 11,878千円

※３．貸借店舗解約損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．貸借店舗解約損の内訳は次のとおりで

あります。 

※３．貸借店舗解約損の内訳は次のとおりで

あります。 

差入保証金 4,200千円 差入保証金 2,412千円 差入保証金 4,200千円

その他 1,835千円

計 6,035千円

前中間連結会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年４月30日） （平成17年４月30日） （平成16年10月31日） 

現金及び預金勘定 700,899千円

現金及び現金同等物 700,899千円

現金及び預金勘定 1,635,349千円

現金及び現金同等物 1,635,349千円

現金及び預金勘定 1,236,289千円

現金及び現金同等物 1,236,289千円

- 23 -



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10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．借主側 

(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．借主側 

(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．借主側 

(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) 

機械装置及び
運搬具 

123,850 107,904 15,946 

(有形固定資産) 
その他 

80,489 67,294 13,194 

無形固定資産 943 770 172 

合計 205,283 175,968 29,314 

  

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) 

機械装置及び
運搬具 

32,049 30,673 1,376 

(有形固定資産) 
その他 

31,611 29,045 2,566 

合計 63,661 59,718 3,942 

  

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) 

機械装置及び
運搬具 

96,297 88,962 7,334 

(有形固定資産) 
その他 

67,100 60,188 6,912 

無形固定資産 943 864 78 

合計 164,341 150,015 14,326 

(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 28,432千円

１年超 3,785千円

合計 32,217千円

１年内 3,593千円

１年超 192千円

合計 3,785千円

１年内 14,761千円

１年超 803千円

合計 15,565千円

(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 22,552千円

減価償却費相当額 20,186千円

支払利息相当額 738千円

支払リース料 11,749千円

減価償却費相当額 10,581千円

支払利息相当額 159千円

支払リース料 38,890千円

減価償却費相当額 34,861千円

支払利息相当額 1,139千円

(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 

２．貸主側 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．  ―――――――――――――― 

  

２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 768千円

合計 768千円

 １年内 384千円

  384千円

（注） 上記はすべて転貸リース取引に係る

貸主側の未経過リース料中間期末残高

相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料中間期末残高相当額

に含まれております。 

  （注） 上記はすべて転貸リース取引に係る

貸主側の未経過リース料期末残高相当

額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料期末残高相当額に含

まれております。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日）及び前連結会計年度（自平成15年11月１日 

至平成16年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成16年11月１日 至平成17年４月30日） 

1．時価評価されていない主な有価証券 

（注）譲渡性預金（国内）50,000千円は、中間連結貸借対照表において、「現金及び預金」として表示しておりま 

   す。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成16年11月１日

至平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自平成15年11月１日 至平成16年10月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

譲渡性預金（国内） 50,000 

合計 50,000 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成16年11月１

日 至平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自平成15年11月１日 至平成16年10月31日） 

 当社グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情

報の開示は行っておりません。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成16年11月１

日 至平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自平成15年11月１日 至平成16年10月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成15年11月１日 至平成16年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成16年11月１

日 至平成17年４月30日）及び前連結会計年度（自平成15年11月１日 至平成16年10月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

１株当たり純資産額 321円44銭

１株当たり中間純利益

金額 
36円56銭

１株当たり純資産額 430円17銭

１株当たり中間純利益

金額 
9円93銭

１株当たり純資産額 432円26銭

１株当たり当期純利益

金額 
66円74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、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、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年11月１日 
至 平成16年10月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 134,873 41,623 250,591 

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） 
134,873 41,623 250,591 

期中平均株式数（千株） 3,689 4,189 3,754 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成16年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成16年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
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   634,186     1,552,911     1,162,477     

２．受取手形   3,984     5,136     6,894     

３．売掛金   70,085     35,754     81,803     

４．たな卸資産   107,291     97,707     67,240     

５．その他   208,504     197,815     233,118     

貸倒引当金   △800     △250     △600     

流動資産合計     1,023,252 20.7   1,889,075 31.5   1,550,934 28.8 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産                     

(1）建物 ※1.2 1,409,772     1,512,000     1,395,185     

(2）機械装置 ※１ 346,944     370,192     329,695     

(3）土地 ※２ 374,472     374,472     374,472     

(4）その他 ※１ 406,256     471,242     388,944     

有形固定資産合計   2,537,445     2,727,907     2,488,297     

２．無形固定資産   77,979     61,203     69,396     

３．投資その他の資産                     

(1）差入保証金   853,870     849,048     838,414     

(2）その他   486,258     484,021     446,831     

貸倒引当金   △32,079     △6,019     △2,430     

投資その他の資産合計   1,308,049     1,327,050     1,282,816     

固定資産合計     3,923,475 79.3   4,116,160 68.5   3,840,510 71.2 

資産合計     4,946,727 100.0   6,005,236 100.0   5,391,444 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成16年４月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年４月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成16年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形   24,517     －     21,892     

２．買掛金   543,881     799,582     753,939     

３．短期借入金   110,000     220,000     20,000     

４．１年以内返済予定長期借
入金 

  695,284     767,203     734,624     

５．未払金   383,327     429,104     375,240     

６．未払法人税等   130,000     57,000     201,000     

７．賞与引当金   75,000     62,000     75,000     

８．その他 ※３ 173,259     328,971     161,061     

流動負債合計     2,135,270 43.2   2,663,861 44.3   2,342,758 43.5 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金   1,491,950     1,409,814     1,105,908     

２．役員退職慰労引当金   85,976     94,967     91,271     

３．その他   86,590     97,590     96,830     

固定負債合計     1,664,516 33.6   1,602,371 26.7   1,294,009 24.0 

負債合計     3,799,786 76.8   4,266,232 71.0   3,636,767 67.5 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     380,905 7.7   572,405 9.6   572,405 10.6 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   283,242     600,492     600,492     

資本剰余金合計     283,242 5.7   600,492 10.0   600,492 11.1 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   10,900     10,900     10,900     

２．任意積立金   310,000     450,000     310,000     

３．中間（当期）未処分利益   161,893     105,206     260,879     

利益剰余金合計     482,793 9.8   566,106 9.4   581,779 10.8 

資本合計     1,146,940 23.2   1,739,003 29.0   1,754,676 32.5 

負債資本合計     4,946,727 100.0   6,005,236 100.0   5,391,444 100.0 
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②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10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     5,037,638 100.0   5,085,276 100.0   10,399,194 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,210,283 43.9   2,218,099 43.6   4,537,475 43.6 

売上総利益     2,827,355 56.1   2,867,176 56.4   5,861,718 56.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     2,602,430 51.6   2,789,522 54.9   5,392,334 51.9 

営業利益     224,924 4.5   77,653 1.5   469,384 4.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１   38,585 0.7   42,129 0.9   68,707 0.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２   30,904 0.6   30,626 0.6   74,718 0.7 

経常利益     232,606 4.6   89,157 1.8   463,373 4.5 

Ⅵ 特別利益 ※３   48,447 1.0   － －   49,434 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※４   15,387 0.3   13,338 0.3   22,880 0.2 

税引前中間（当期）純利
益 

    265,666 5.3   75,818 1.5   489,928 4.7 

法人税、住民税及び事業
税 

  131,307     46,601     276,583     

法人税等調整額   △1,000 130,307 2.6 3,000 49,601 1.0 △21,000 255,583 2.4 

中間（当期）純利益     135,358 2.7   26,217 0.5   234,344 2.3 

前期繰越利益     26,534     78,989     26,534   

中間（当期）未処分利益     161,893     105,206     260,879   
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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15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

有価証券 

子会社株式 

同左 

有価証券 

子会社株式 

同左 

  たな卸資産 

食材 

最終仕入原価法 

たな卸資産 

食材 

同左 

たな卸資産 

食材 

同左 

  貯蔵品 

店舗保管 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

店舗保管 

同左 

貯蔵品 

店舗保管 

同左 

  本部保管 

移動平均法による原価法 

本部保管 

同左 

本部保管 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は、建物

15年～31年であります。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

定額法 

 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）に基づいて

おります。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 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、取立不

能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当事業

年度負担額を計上しておりま

す。 

  役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。 

役員退職慰労引当金 

同左 

役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに

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。 

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 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

 ――――――――――――― （法人事業税の外形標準課税） 

「地方税等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以降開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当中

間会計期間から法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び

一般管理費として処理しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

9,500千円増加し、営業利益及び経常

利益並びに税引前中間純利益は同額減

少しております。 

 ――――――――――――― 
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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） 

前中間会計期間末 
（平成16年４月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年４月30日） 

前事業年度末 
（平成16年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,492,753千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,874,494千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

1,695,958千円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務 

(イ)担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(イ)担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(イ)担保に供している資産 

建物 17,228千円

土地 298,038千円

計 315,266千円

建物 16,342千円

土地 298,038千円

計 314,381千円

建物 17,012千円

土地 298,038千円

計 315,050千円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む） 
 

計 350,000千円

※３．消費税等の取扱い 

 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。 

※３．消費税等の取扱い 

同左 

※３． 

───── 

前中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,129千円

賃貸料収入 17,197千円

自動販売機収入 9,776千円

販売協賛金収入 6,247千円

受取利息 2,940千円

賃貸料収入 13,992千円

自動販売機収入 10,757千円

販売協賛金収入 6,472千円

上場祝金収入 5,350千円

受取利息 6,324千円

賃貸料収入 22,357千円

自動販売機収入 21,017千円

販売協賛金収入 11,635千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 19,692千円

賃貸原価 10,130千円

支払利息 15,493千円

賃貸原価 15,016千円

支払利息 37,009千円

賃貸原価 16,587千円

新株発行費 16,686千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．  ―――――――――――――― ※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 12,652千円

関係会社清算益 23,912千円

   

   

貸倒引当金戻入益 13,639千円

関係会社清算益 23,912千円

立退料収入 8,872千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却損 4,966千円

固定資産除却損 6,221千円

賃借店舗解約損 4,200千円

固定資産売却損 21千円

固定資産除却損 10,904千円

賃借店舗解約損 2,412千円

固定資産除却損 11,878千円

 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 187,399千円

無形固定資産 13,396千円

有形固定資産 198,512千円

無形固定資産 11,574千円

有形固定資産 401,924千円

無形固定資産 27,177千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10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．借主側 

(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．借主側 

(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．借主側 

(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) 

機械装置 120,471 104,580 15,890 

(有形固定資産) 
その他 

83,868 70,617 13,250 

無形固定資産 943 770 172 

合計 205,283 175,968 29,314 

  

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) 

機械装置 32,049 30,673 1,376 

(有形固定資産) 
その他 

31,611 29,045 2,566 

合計 63,661 59,718 3,942 

  

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) 

機械装置 96,297 88,962 7,334 

(有形固定資産) 
その他 

67,100 60,188 6,912 

無形固定資産 943 864 78 

合計 164,341 150,015 14,326 

(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 28,432千円

１年超 3,785千円

合計 32,217千円

１年内 3,593千円

１年超 192千円

合計 3,785千円

１年内 14,761千円

１年超 803千円

合計 15,565千円

(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 22,552千円

減価償却費相当額 20,186千円

支払利息相当額 738千円

支払リース料 11,749千円

減価償却費相当額 10,581千円

支払利息相当額 159千円

支払リース料 38,890千円

減価償却費相当額 34,861千円

支払利息相当額 1,139千円

(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 

２．貸主側 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．  ―――――――――――――― 

  

２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 768千円

合計 768千円

 １年内 384千円

合計 384千円

（注） 上記はすべて転貸リース取引に係る

貸主側の未経過リース料中間期末残高

相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料中間期末残高相当額

に含まれております。 

  

  

（注） 上記はすべて転貸リース取引に係る

貸主側の未経過リース料期末残高相当

額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料期末残高相当額に含

まれております。 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間（平成16年４月30日）当中間会計期間（平成17年４月30日）及び前事業年度（平成16年10月31

日）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） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年４月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年11月１日 

至 平成17年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年11月１日 

至 平成16年10月31日） 

１株当たり純資産額 310円90銭

１株当たり中間純利益

金額 
36円69銭

１株当たり純資産額 415円13銭

１株当たり中間純利益

金額 
6円25銭

１株当たり純資産額 418円87銭

１株当たり当期純利益

金額 
62円41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、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、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年11月１日 
至 平成16年４月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年11月１日 
至 平成16年10月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 135,358 26,217 234,344 

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） 
135,358 26,217 234,344 

期中平均株式数（千株） 3,689 4,189 3,754 
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