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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

４．平成15年６月１日、平成16年１月15日及び平成16年９月１日に第三者割当増資を実施しております。また、

平成15年12月16日及び平成16年８月５日に一般募集による増資を実施しております。 

５．平成15年9月18日付をもって株式分割（１：1,000）を行っております。なお、第18期中及び第18期の１株当

たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、期首に株式分割が

行われたものとして計算しております。 

６．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、第18期中については新株予約権等潜在株式がありま

すが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんでしたの

で記載しておりません。 

７．臨時雇用者数は、パートタイマー及びアルバイトの人員であり、年間の平均（８時間換算）を（ ）外数で

記載しております。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自平成15年 
６月１日 
至平成15年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成15年 
６月１日 
至平成16年 
５月31日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

売上高（千円） 9,075,182 13,692,780 18,721,143 21,265,807 29,246,776 

経常利益（千円） 616,476 770,302 1,001,791 1,449,677 1,832,342 

中間（当期）純利益（千円） 322,507 407,023 541,290 764,864 973,898 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 120,160 1,513,889 1,537,289 747,460 1,535,489 

発行済株式総数（株） 5,450,000 7,034,500 7,151,500 6,680,000 7,142,500 

純資産額（千円） 1,721,039 5,493,036 6,510,676 3,620,635 6,104,523 

総資産額（千円） 4,566,007 8,665,612 10,521,096 7,169,652 9,902,482 

１株当たり純資産額（円） 315.78 780.87 910.39 542.01 854.67 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
59.17 58.92 75.77 127.39 139.10 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ 57.08 75.20 123.85 136.05 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
－ － － 10.00 20.00 

自己資本比率（％） 37.7 63.4 61.9 50.5 61.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
323,445 132,562 819,017 1,552,291 1,461,554 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△694,057 △984,259 △1,835,908 △1,288,085 △1,786,694 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
23,822 1,308,743 △272,785 1,347,015 1,212,726 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（千円） 
827,479 3,242,538 2,383,402 2,785,491 3,673,078 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）（人） 

130 

(429)

151 

(808)

215 

(1,049)

155 

(628)

197 

(864)



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員（８時間換算）を（ ）外数で 

記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成17年11月30日現在

従業員数（人） 215（1,049）  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間は、企業収益が大企業を中心として高水準で推移するもとで、設備投資も引続き堅調に増加してお

り、景気はほぼ「踊り場」を脱しつつありました。先行きについても、穏かな息の長い回復軌道になりつつあると

思われ景気動向に明るさを見せる一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響等、不安要因も抱えながら推移い

たしました。小売業におきましては、雇用と賃金の改善を反映して、個人消費が底堅く推移してきております。し

かしながら業種・業態を問わず本格的な再編・淘汰が進んできており、企業間の競争が激化してきており依然とし

て厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で、当社は、地域の皆様の消費生活に貢献するため、積極的に新規出店を推進してまいりまし

た。 

当中間会計期間は、平成17年6月に四国地区１号店として香川県坂出市に「ラ・ムー坂出店」、7月に広島県福山市

に「ディオ福山南店」、8月に広島市南区に「ディオ宇品店」、10月に山陰地区１号店として島根県安来市に

「ラ・ムー安来店」、11月に鳥取県鳥取市に「ラ・ムー鳥取店」の5店舗を出店し、平成17年11月末現在で、「メ

ガディスカウントランド ラ・ムー」7店舗（24時間営業）、「スーパーディスカウントストア ディオ」16店舗

（うち13店舗が24時間営業）、「生鮮市場ハッピィ」2店舗、「おかしいちば」１店舗の計26店舗となりました。 

また、出店地域の拡大に伴う競争激化、価格競争に耐えうる体質作りと、ローコスト経営の確立を目指し、業務改

革を図ってまいりました。平成17年9月には「ストアー・オペレーション・スケジュール」（ＳＯＳ）のシステム

化、平成17年10月には、店舗オペレーションの標準化、単純化、統一化の一環として、「作業改善プロジェクト」

をスタートいたしました。 

これらの結果、売上高は187億2千1百万円（前年同期比36.7％増）、経常利益は10億1百万円（前年同期比30.1％

増）、中間純利益は5億4千1百万円（前年同期比33.0％増）の増収増益となりました。  

(2）キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ１２億８千９百万円減少し、２３億８千３百万円

となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、前年同期に比べ６億８千６百万円増加し、８億１千９百万円となりました。こ

れは主に税引前中間純利益が２億２千９百万円、及び仕入債務が３億３千６百万円増加したことによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は、前年同期に比べ８億５千１百万円増加し、１８億３千５百万円となりました。

これは主に新規出店に伴う有形固定資産の取得１２億４千万円、及び長期貸付金（新規店舗用建物建設協力金）

の支出４億１千２百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は、２億７千２百万円となりました。これは、長期借入金の返済１億３千４百万円

及び配当金の支払い１億４千１百万円があったことによるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

① 事業部門別販売実績 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．その他は、テナント家賃収入及び発注処理事務手数料等であります。 

② 業態別販売実績 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．その他は、インターネット通信販売、テナント家賃収入及び発注処理事務手数料等であります。 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

  一般食品（千円） 10,044,861 139.4 

  生鮮品（千円） 3,918,112 129.1 

  雑貨（千円） 682,885 138.5 

小売部門（千円） 14,645,859 136.4 

卸売部門（千円） 154,600 85.7 

合計（千円） 14,800,460 135.6 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

  一般食品（千円） 12,082,861 139.7 

  生鮮品（千円） 5,470,154 130.4 

  雑貨等（千円） 863,336 144.7 

小売部門（千円） 18,416,352 137.0 

卸売部門（千円） 31,458 47.7 

その他（千円） 273,332 148.8 

合計（千円） 18,721,143 136.7 

業態別 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

ディオ、ラ・ムー（千円） 18,045,553 138.8 

生鮮市場ハッピィ（千円） 315,545 87.2 

プラスパ・おかしいちば（千円） 47,253 71.2 

卸売部門（千円） 31,458 47.7 

その他（千円） 281,332 144.6 

合計（千円） 18,721,143 136.7 



③ 地域別販売実績 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．その他は、倉敷市、岡山市以外の地域店舗（12店舗）、インターネット通信販売、卸売部門、テナント家賃

収入及び発注処理事務手数料等であります。 

④ 単位当たり売上高 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数には臨時雇用者数を含んでおります。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

地域別 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

倉敷市（8店舗）（千円） 4,375,765 110.4 

岡山市（6店舗）（千円） 5,279,877 101.0 

その他     （千円） 9,065,500 201.5 

合計（千円） 18,721,143 136.7 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前年同期比（％） 

売上高（千円） 18,721,143 136.7 

売場面積（期中平均）（㎡） 

１㎡当たり期間売上高（千円） 

33,378 

560 

152.1 

89.9 

従業員数（期中平均）（人） 

１人当たり期間売上高（千円） 

1,252 

14,952 

143.9 

95.0 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間における、主要な設備の重要な異動は「2.設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりでありま

す。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備計画の変更 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。 

（2）重要な設備計画の完了 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等のうち、当中間会計期間におい

て完了したものは、次のとおりであります。 

（注）１．投資額には、リース資産、差入保証金及び建設協力金を含んでおります。 

２．上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

事業所名 所在地 設備の内容 
投資額 
（千円） 

新設年月 
増加能力 
（売場面積） 
（㎡） 

 ラ・ムー坂出店  香川県坂出市  店舗設備 472,049 平成17年６月 2,310 

 ディオ福山南店  広島県福山市  店舗設備 189,158 平成17年７月 1,500 

 ディオ宇品店  広島市南区  店舗設備 375,039 平成17年８月 1,481 

 ラ・ムー安来店  島根県安来市  店舗設備 358,906 平成17年10月 1,661 

 ラ・ムー鳥取店  鳥取県鳥取市  店舗設備 475,577 平成17年11月 1,965 

  合 計   1,870,729 － － 



（3）新たに確定した重要な設備の新設等 

 当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は、次のとおり

であります。 

 （注）１．投資予定総額には、リース資産、差入保証金及び建設協力金を含んでおります。 

２．上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

事業所名 所在地 
設備の

内容 

投資予定 

総額 

（千円） 

既支払額

（千円）

資金調達 
方法 

着手予定 

年月 

完了予定 

年月 

増加能力 

(売場面積)

（㎡） 

 ラ・ムー南茨木店 
大阪府 

茨木市 

店舗 

設備 
80,450 － 

自己資金及び
リース 

平成18年 

１月 

平成18年 

１月 
1,650 

 ラ・ムー泉南店 
大阪府 

泉南市 

店舗 

設備 
201,770 － 

自己資金及び
リース 

平成18年 

１月 

平成18年 

２月 
2,310 

 ディオ東予店 
愛媛県 

東予市 

店舗 

設備 
283,975 85,000 

自己資金及び
リース 

平成17年 

12月 

平成18年 

５月 
1,550 

 ラ・ムー今治北店 
愛媛県 

今治市 

店舗 

設備 
329,275 5,000 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

１月 

平成18年 

６月 
1,482 

 ラ・ムー大安寺店 
岡山県 

岡山市 

店舗 

設備 
1,125,380 8,634 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

２月 

平成18年 

８月 
1,848 

 ラ・ムー飯山店 
香川県 

丸亀市 

店舗 

設備 
467,900 10,476 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

５月 

平成18年 

９月 
1,848 

 ラ・ムー広島中野店 
広島市 

安芸区 

店舗 

設備 
186,800 17,950 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

５月 

平成18年 

11月 
1,650 

 ラ・ムー摂津店 
大阪府 

摂津市 

店舗 

設備 
191,300 38,248 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

５月 

平成18年 

11月 
1,848 

 ラ・ムー２店 － 
店舗 

設備 
744,700 76,679 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

３月から 

平成18年 

６月 

平成18年 

８月から 

平成18年 

10月 

3,696 

 ディオ１店 － 
店舗 

設備 
656,160 241,660 

借入金、 
自己資金及び
リース 

平成18年 

５月 

平成18年 

９月 
1,848 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）平成17年12月12日開催の取締役会決議により、平成18年１月31日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、会社 

    が発行する株式の総数は21,800,000株増加し、43,600,000株となっております。 

②【発行済株式】 

 （注）提出日現在の発行数には、平成18年２月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され 

    た株式数は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 21,800,000 

計 21,800,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年２月23日） 

上場証券取引所名又は登録証
券業協会名 

内容 

普通株式 7,151,500 7,151,500 ジャスダック証券取引所 － 

計 7,151,500 7,151,500 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年12月９日臨時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権者は、行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または社員もしくはパート

社員でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退

任した場合もしくは社員もしくはパート社員が定年により退職した場合はこの限りではない。 

２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

３．その他の条件については、平成14年12月９日開催の臨時株主総会及び平成14年12月10日開催の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

４．平成15年７月５日の取締役会決議に基づき、平成15年９月18日付をもって株式１株につき1,000株の分割を

いたしました。これにより平成15年９月18日をもって新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は調整されてお

ります。 

② 平成15年8月28日臨時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権者は、行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または社員もしくはパート

社員でなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退

任した場合もしくは社員もしくはパート社員が定年により退職した場合はこの限りではない。 

２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

３．その他の条件については、平成15年８月28日開催の定時株主総会及び平成15年８月28日開催の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

  
中間会計期間末現在 
（平成17年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年１月31日） 

新株予約権の数（個） 8 8 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,000 8,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 400 400 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年１月１日 

至 平成19年12月31日 

自 平成17年１月１日 

至 平成19年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  400 

資本組入額 200 

発行価格  400 

資本組入額 200 

新株予約権の行使の条件 （注）１、２、３ （注）１、２、３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 取締役会の承認を要する。 

  
中間会計期間末現在 
（平成17年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年１月31日） 

新株予約権の数（個） 43,900 43,900 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 43,900 43,900 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 460 460 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年10月１日 

至 平成21年９月30日 

自 平成18年10月１日 

至 平成21年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  460 

資本組入額 230 

発行価格  460 

資本組入額 230 

新株予約権の行使の条件 （注）１、２、３ （注）１、２、３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 取締役会の承認を要する。 



③ 平成17年8月25日定時株主総会決議 

 （注）１．新株予約権者は、行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または社員でなければなら

ない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合もしくは

社員が定年により退職した場合はこの限りではない。 

 ２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

 ３．その他の条件については、平成17年８月25日開催の定時株主総会及び平成17年10月18日開催の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年1月31日） 

新株予約権の数（個） 192 192 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 19,200 19,200 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 5,200        5,200 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年9月 1日 

至 平成25年8月31日 

自 平成19年9月 1日 

至 平成25年8月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格

及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

5,200 

2,600 

 発行価格          5,200 

 資本組入額        2,600 

新株予約権の行使の条件  （注）１、２、３ （注）１、２、３  

新株予約権の譲渡に関する事項  取締役会の承認を要する。 取締役会の承認を要する。  



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．当期中新株予約権権利行使        

       発行株式数              9,000株 

      発行価格          400円 

      資本組入額          200円 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年６月１日 

～  

 平成17年11月30日 

（注）１  

9,000 7,151,500 1,800 1,537,289 1,800 1,698,969 

  平成17年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大賀 昭司 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 3,220,000 45.02 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 493,300 6.89 

大賀 公子 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 360,000 5.03 

大賀 昌彦 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 360,000 5.03 

ジェーピーエムシービーオム

ニバスユーエスペンショント

リーティージャスデック

380052 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室） 

333 サウス ホープ ストリート、ロス

アンゼルス、カルフォルニア 90071、米

国 

（東京都中央区日本橋兜町6番7号） 

244,100 3.41 

大賀 愛子 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 240,000 3.35 

大賀 大輔 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 240,000 3.35 

大賀 友貴 岡山県倉敷市玉島乙島6934－９ 240,000 3.35 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 211,800 2.96 

資産管理サービス信託銀行株

式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ

棟 

94,600 1.32 

計 － 5,703,800 79.75 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 (1）新任役員 

該当事項はありません。 

 (2）退任役員 

 該当事項はありません。 

 (3）役職の異動 

  平成17年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,151,500 71,515 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 7,151,500 － － 

総株主の議決権 － 71,515 － 

  平成17年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 3,600 4,070 4,000 4,090 5,230 5,510 

最低（円） 3,470 3,500 3,620 3,840 4,220 4,820 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 営業本部長 取締役 営業本部長 渡邊 幹雄 平成17年９月１日 

常務取締役  営業本部担当 常務取締役  営業本部長  渡邊 幹雄  平成17年12月１日  



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 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。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年６月１日から平成16年11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の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、前中間会計期間（平成16年６月１日から平成16年11月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11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。 

３．中間連結財務諸表について 

 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）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準        0.0 ％ 

売上高基準        0.0 ％ 

利益基準        0.0 ％ 

利益剰余金基準     0.0 ％ 



【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11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５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   3,524,244   2,665,114 3,954,786   

２．売掛金   21,775   9,765 7,782   

３．たな卸資産   690,380   1,064,761 741,179   

４．その他   340,575   464,404 506,246   

５．貸倒引当金   △66   △92 △74   

流動資産合計     4,576,910 52.8 4,203,953 40.0   5,209,919 52.6

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１         

１．建物 ※２ 2,241,910   3,175,553 2,416,940   

２．土地 ※２ 589,960   822,067 595,407   

３．建設仮勘定   22,096   51,847 113,460   

４．その他   352,789   448,558 387,345   

有形固定資産計   3,206,756   4,498,026 3,513,153   

(2）無形固定資産   32,632   56,517 38,184   

(3）投資その他の資
産 

          

１．長期貸付金   170,904   608,283 260,111   

２．差入保証金   489,076   769,018 644,179   

３．その他   189,442   385,713 237,112   

４．貸倒引当金   △110   △417 △179   

投資その他の資
産計 

  849,313   1,762,599 1,141,225   

固定資産合計     4,088,702 47.2 6,317,143 60.0   4,692,562 47.4

資産合計     8,665,612 100.0 10,521,096 100.0   9,902,482 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５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   1,611,668   2,349,979 2,087,187   

２．１年内返済予定
長期借入金 

  275,491   214,422 260,341   

３．未払金   117,312   206,006 159,804   

４．未払法人税等   371,328   517,998 531,154   

５．賞与引当金   49,889   59,205 46,954   

６．その他 ※３ 222,775   313,044 300,098   

流動負債合計     2,648,466 30.6 3,660,656 34.8   3,385,541 34.2

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   462,247   247,824 337,327   

２．その他   61,861   101,939 75,090   

固定負債合計     524,109 6.0 349,763 3.3   412,417 4.2

負債合計     3,172,576 36.6 4,010,420 38.1   3,797,959 38.4

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,513,889 17.5 1,537,289 14.6   1,535,489 15.5

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   1,675,569   1,698,969 1,697,169   

資本剰余金合計     1,675,569 19.3 1,698,969 16.1   1,697,169 17.1

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   5,000   5,000 5,000   

２．任意積立金   1,770,000   2,570,000 1,770,000   

３．中間（当期）未
処分利益 

  527,245   692,561 1,094,120   

利益剰余金合計     2,302,245 26.6 3,267,561 31.1   2,869,120 29.0

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    1,332 0.0 6,857 0.1   2,744 0.0

資本合計     5,493,036 63.4 6,510,676 61.9   6,104,523 61.6

負債資本合計     8,665,612 100.0 10,521,096 100.0   9,902,482 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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     13,692,780 100.0 18,721,143 100.0   29,246,776 100.0 

Ⅱ 売上原価     10,717,434 78.3 14,486,778 77.4   22,707,874 77.6

売上総利益     2,975,346 21.7 4,234,364 22.6   6,538,901 22.4

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    2,184,185 15.9 3,230,024 17.2   4,682,734 16.0

営業利益     791,161 5.8 1,004,340 5.4   1,856,166 6.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   5,006 0.0 6,971 0.0   10,284 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２   25,864 0.2 9,519 0.0   34,108 0.1

経常利益     770,302 5.6 1,001,791 5.4   1,832,342 6.3

Ⅵ 特別利益     252 0.0 ― －   252 0.0

Ⅶ 特別損失 
 ※３  
 ※４  

  ― － 1,332 0.0   14,483 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

    770,554 5.6 1,000,458 5.4   1,818,110 6.2

法人税、住民税
及び事業税 

  364,998   495,739 890,047   

法人税等調整額   △1,467 363,531 2.6 △36,571 459,167 2.5 △45,834 844,212 2.9

中間（当期）純
利益 

    407,023 3.0 541,290 2.9   973,898 3.3

前期繰越利益     120,222 151,270   120,222 

中間（当期）未
処分利益 

    527,245 692,561   1,094,120 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 

  

税引前中間（当期）純利益   770,554 1,000,458 1,818,110

減価償却費   157,326 234,794 358,781

減損損失    － 1,332 －

賞与引当金の増減額(△減
少) 

  1,380 12,251 △1,555

貸倒引当金の増加額   13 256 90

受取利息及び受取配当金   △1,347 △1,892 △2,656

支払利息   5,132 3,504 8,898

新株発行費   15,168 － 15,347

長期貸付金の家賃相殺額   8,858 55,851 13,531

長期借入金の家賃相殺額   △927 △927 △2,299

店舗閉鎖損失   － － 10,061

有形固定資産売却益   △252 － △252

売上債権の増減額(△増加)   194 △1,983 14,187

たな卸資産の増加額   △197,307 △323,581 △248,107

その他流動資産の増減額
(△増加) 

  △2,790 55,963 △153,455

仕入債務の増減額(△減少)   △73,267 262,791 402,250

その他流動負債の増減額
(△減少) 

  △42,215 61,504 100,897

その他固定負債の増加額   20,659 27,070 34,109

その他   △549 △43,979 2,435

小計   660,628 1,343,413 2,370,377

利息及び配当金の受取額   82 97 227

利息の支払額   △4,857 △3,329 △8,171

法人税等の支払額   △523,290 △521,164 △900,878

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

  132,562 819,017 1,461,554

 



    
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度のキャッシ
ュ・フロー計算書 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 

  

定期預金の預入による支出   △18,400 △3 △18,402

定期預金の払戻による収入   15,600 － 15,600

投資有価証券の取得による
支出 

  － △31,563 －

有形固定資産の取得による
支出 

  △842,886 △1,240,397 △1,392,727

有形固定資産の売却による
収入 

  566 － 566

無形固定資産の取得による
支出 

  △11,810 △22,436 △20,353

差入保証金の払込による支
出 

  △107,778 △125,611 △264,992

差入保証金の回収による収
入 

  415 772 2,525

長期貸付けによる支出   △19,964 △412,572 △97,000

その他   － △4,095 △11,911

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  △984,259 △1,835,908 △1,786,694

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

長期借入金の返済による支
出 

  △141,642 △134,494 △280,784

株式の発行による収入   1,517,157 3,600 1,560,179

配当金の支払額   △66,771 △141,891 △66,668

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  1,308,743 △272,785 1,212,726

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（減少：△） 

  457,046 △1,289,676 887,586

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

  2,785,491 3,673,078 2,785,491

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※ 3,242,538 2,383,402 3,673,078

    



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16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

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） 

  

        － 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

  

  同左 

 

  

時価のないもの 

    …移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……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） 

  

      － 

  (2）たな卸資産 

商品 

小売部門 

……売価還元法による低価

法 

ただし、生鮮品は最終

仕入原価法による原価

法 

(2）たな卸資産 

商品 

小売部門 

   同左 

(2）たな卸資産 

商品 

小売部門 

同左 

  卸売部門 

……総平均法による原価法 

卸売部門 

   同左 

卸売部門 

同左 

  貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

    同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物     15～34年 

構築物    10～20年 

工具器具備品  3～20年 

(1）有形固定資産 

    同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

ソフトウェア 

……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 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア 

    同左 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

  その他の無形固定資産 

……定額法 

その他の無形固定資産 

    同左 

その他の無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法 

(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。 

(1）貸倒引当金 

     同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づく当中

間会計期間負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

     同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づく当期

負担額を計上しております。 

 



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 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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ケ月以内の定期預金か

らなっております。 
      同左 同左 

６．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 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31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方針」（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。 

これにより、税引前中間純利益は1,332千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。 

― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

483,253千円       901,575 千円 676,746千円 

※２．担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

※２．担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

※２．担保提供資産及び対応債務 

(1）担保に供している資産 

建物 251,133千円

土地 566,380 

計 817,513 

建物   226,697千円

土地 566,380 

計 793,077 

建物 238,210千円

土地 566,380 

計 804,590 

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

長期借入金 396,000千円 長期借入金 294,000千円 長期借入金   345,000千円

 なお、長期借入金には１年内

返済予定長期借入金を含んでお

ります。 

 なお、長期借入金には１年内返

済予定長期借入金を含んでおりま

す。 

 なお、長期借入金には１年内返

済予定長期借入金を含んでおりま

す。 

※３．仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。   

※３． 

     同左 

※３．     

      ― 

   



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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 1,297千円

受取賃貸料 3,600 

受取利息 1,823千円

受取賃貸料  3,600 

受取利息 2,562千円

受取賃貸料 7,200 

※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 5,132千円

賃貸費用 4,200 

新株発行費 15,168 

支払利息   3,504千円

賃貸費用    4,200 

       

支払利息 8,898千円

賃貸費用 8,400 

新株発行費 15,347 

※３．特別損失の主要項目 

               ―      

※３．特別損失の主要項目 

    減損損失     1,332千円 

※３．特別損失の主要項目 

    店舗閉鎖損失   14,483千円

※４．     ―  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

                

  

 

  

  

 

  

 

  

 ５．減価償却実施額 

 ※４．減損損失 

   当中間会計期間において、当社は

   以下の資産について減損損失を計

     上しております。 

     （1）用途    営業店舗 

     （2）場所    岡山県岡山市 

     （3）種類及び減損損失 

       建物       1,193千円 

       工具器具備品   139 

     当社は営業店舗を個別単位とし 

   て資産のグルーピングを行って 

   おります。当中間会計期間にお 

   いて、立地の変化等により営業 

   活動から生じる損益が継続して 

   マイナスとなる営業店舗につい 

   て、帳簿金額を回収可能額まで 

   減額し、当該減少額を減損損失 

   として特別損失に計上しており 

   ます。 

   なお、当資産グループの回収可 

   能額は、使用価値により測定 

   し、その価値を零としておりま 

   す。   

 ５．減価償却実施額 

 ※４．         ―  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

        

 

  

                  

  

  

  

  

 

   

 

  

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 153,431千円

無形固定資産 1,935 

有形固定資産  226,181千円

無形固定資  4,103 

有形固定資産  348,993千円

無形固定資産 4,926 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘

定 
3,524,244千円

預入期間が３ヵ

月を超える定期

預金等 

△281,706 

現金及び現金同

等物 
  3,242,538 

現金及び預金勘

定 
  2,665,114千円

預入期間が３ヵ

月を超える定期

預金等 

△281,711 

現金及び現金同

等物 
2,383,402   

現金及び預金勘

定 
3,954,786千円

預入期間が３ヵ

月を超える定期

預金等 

  △281,707 

現金及び現金同

等物 
 3,673,078 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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、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） 

建物 146,671 47,676 98,994 

有形固定資
産のその他 

1,009,271 417,738 591,533 

無形固定資
産 

48,209 28,442 19,767 

合計 1,204,152 493,857 710,294 

  
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 186,527 68,585 117,941

有形固定
資産のそ
の他 

1,478,403 515,764 962,638

無形固定
資産 

25,515 13,810 11,704

合計 1,690,445 598,160 1,092,285

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）

建物 230,394 70,714 159,680

有形固定資
産のその他 

1,113,561 517,930 595,630

無形固定資
産 

48,209 33,263 14,946

合計 1,392,165 621,908 770,257

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 

当額等 

 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 237,565千円

１年超 486,626千円

合計 724,192千円

１年内    308,735千円

１年超 802,141千円

合計 1,110,877千円

１年内 260,105千円

１年超 525,990千円

合計 786,096千円

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、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

  千円

支払リース料 122,699

減価償却費相当額 116,218

支払利息相当額 8,331

  千円

支払リース料 165,301

減価償却費相当額 156,683

支払利息相当額 11,505

  千円

支払リース料 266,923

減価償却費相当額 252,666

支払利息相当額 18,066

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 

  

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成17年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成17年５月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 12,840 15,078 2,237 

合計 12,840 15,078 2,237 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 14,404 25,917 11,512 

合計 14,404 25,917 11,512 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

非上場株式 30,000 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 12,840 17,449 4,608 

合計 12,840 17,449 4,608 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額 780円87銭

１株当たり中間純利

益金額 
58円92銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

57円08銭

１株当たり純資産額   910円39銭

１株当たり中間純利

益金額 
 75円77銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

  75円20銭

１株当たり純資産額 854円67銭

１株当たり当期純利

益金額 
139円10銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

136円05銭

  
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日)

１株当たり中間(当期)純利益額       

  中間（当期）純利益（千円） 407,023 541,290 973,898 

  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） 
407,023 541,290 973,898 

  期中平均株式数（株） 6,907,921 7,143,620 7,001,418 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当  

期）純利益金額 
      

  中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

  普通株式増加数（株） 221,810 53,719 156,690 

  （うち新株予約権（株）） （221,810）      （53,719） （156,690） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

         

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．平成17年12月12日開催の取締役会 

   の決議に基づき、次のように株式 

   分割による新株式を発行しており 

   ます。              

（1）分割の方法          

 平成18年１月31日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の所有株式数１株につき２

株の割合をもって分割しておりま

す。 

（2）分割により増加する株式数 

 普通株式    7,151,500株 

（3）配当起算日 

 平成17年12月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び

前事業年度における１株当たり情報

並びに当期首に行われたと仮定した

場合の当中間会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。 

  

前中間会計
期間 

当中間会計
期間  

前事業年度

１株当たり
純資産額 
390.43円 

１株当たり
純資産額 
455.19円  

１株当たり
純資産額 
427.33円 

１株当たり
中間純利益
金額 
29.46円 

１株当たり
中間純利益
金額 
37.88円  

１株当たり
当期純利益
金額 
69.55円 

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
28.54円  

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
37.60円  

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益金額 
68.02円  

   

― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

  ２.当社は商法第280条ノ20及び第280条

   ノ21の規定に基づき、平成17年８月

   25日開催の第19回定時株主総会及び

   平成18年１月31日開催の取締役会に

   おいてストックオプションとして新

   株予約権の発行を決議し、平成18年

   ２月14日付で発行しております。 

  

  （1）発行した新株予約権の数 

 189個 

────── 

  （2）新株予約権の目的となる株式の種

     類及び数 

 普通株式  18,900株 

  

  （3）新株予約権の発行価額 

 無償 

  

  （4）新株予約権の行使の払込金額 

 １株当たり  2,990円 

  

  （5）新株予約権の行使により株式を発

    行する場合の株式発行価格及び資 

    本組入額 

 発行価格   2,990円   

 資本組入額  1,495円   

  

  （6）新株予約権の行使期間 

 平成19年９月１日から平成25年８

 月31日 

  

  （7）新株予約権の行使条件 

  ① 新株予約権者は、行使時におい 

    て、当社または当社の関係会社の 

    取締役、監査役または社員でなけ 

    ればならない。ただし、当社また 

    は当社の関係会社の取締役もしく 

    は監査役が任期満了により退任し 

    た場合もしくは社員が定年により 

    退職した場合はこの限りではな 

  い。 

  ② 新株予約権者の相続人による新株

     予約権の行使は認めない。 

  ③ その他の条件については、平成17

    年８月25日開催の定時株主総会及 

    び平成18年１月31日開催の取締役 

    会決議に基づき、当社と新株予約 

    権者との間で締結された新株予約 

    権の割当に関する契約に定めると 

    ころによる。 

  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第19期）（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日）平成17年８月25日中国財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年８月29日中国財務局長に提出 

 事業年度（第19期）（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり 

 ます。 

(3）臨時報告書 

 平成17年10月18日中国財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく 

 臨時報告書であります。 

(4）臨時報告書の訂正報告書 

 平成17年10月31日中国財務局長に提出 

 平成17年10月18日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

(5）臨時報告書 

 平成18年１月31日中国財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく 

 臨時報告書であります。 

(6）臨時報告書の訂正報告書 

 平成18年２月13日中国財務局長に提出 

 平成18年１月31日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

      平成17年２月17日

大黒天物産株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 梶浦 和人  印 

  
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 川合 弘泰  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大黒天

物産株式会社の平成16年６月１日から平成17年５月31日までの第19期事業年度の中間会計期間（平成16年６月１日から平

成16年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、大黒天物産株式会社の平成16年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年６月１

日から平成16年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

      平成18年２月16日

大黒天物産株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 梶浦 和人  印 

  
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 三宅 昇  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大黒天

物産株式会社の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第20期事業年度の中間会計期間（平成17年６月１日から平

成17年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、大黒天物産株式会社の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年６月１

日から平成17年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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