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平成18年3月期   個別中間財務諸表の概要        

 
上場会社名 株式会社 ミスターマックス            

（商号 株式会社           ）      
コード番号 ８２０３ 
(URL http://www.mrmax.co.jp/) 
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 平野能章 
問合せ先責任者 役 職 名 取締役財務部長 中野英一  ＴＥＬ(092)623－1111 

平成 17 年 11 月 25 日 中間配当制度の有無    有 決算取締役会開催日 
中間配当支払開始日 平成 17 年 12 月 6 日 単元株制度採用の有無 有（1単元100 株） 
 
１．17 年 9 月中間期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 9 月 30 日） 
(1)経営成績                        (百万円未満切捨) 

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

17 年 9 月中間期 41,000 △7.8 274 △25.3 445 △43.1 
16 年 9 月中間期 44,475 △4.4 368 26.5 783 83.7 
17 年 3 月期 86,647 △5.1 658 △44.4 1,242 △14.0 
 

１株当たり中間   
中間(当期)純利益 

(当期)純利益 
 百万円 ％ 円 銭 

17 年 9 月中間期 38 △81.5 1 05 
16 年 9 月中間期 206 6.4 5   56 
17 年 3 月期 491 △31.4 13 23 
(注) ①期中平均株式数 17 年 9 月中間期 36,703,284 株 16 年 9 月中間期 37,254,342 株 17 年 3 月期 37,151,578 株 
 ②会計処理の方法の変更   有   
 ③営業収益、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 

 
(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 

17 年 9 月中間期 5 00 －  

16 年 9 月中間期 5 00 －  

17 年 3 月期 5 00 10 00 
 
(3)財政状態 

 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 

17 年 9 月中間期 75,762  28,487  37.6  776 20 

16 年 9 月中間期 77,181  28,497  36.9  769 65 

17 年 3 月期 76,743  28,524  37.2  777 13 
(注) ①期末発行済株式数 

 
17 年 9 月中間期 36,701,442 株 

 
16年9月中間期  37,027,090株 

 
17年3月期 36,704,640株 

 ②期末自己株式数 17年9 月中間期  2,909,692 株 16年9月中間期   2,584,044株 17年3月期  2,906,494株 
 
２．18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月１日～平成 18 年 3 月 31 日） 

１株当たり年間配当金   
営 業 収 益 

 
経 常 利 益 

 
当期純利益 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 

通  期 82,800  1,100  400  5 00 10 00 

（参考） １株当たり予想当期純利益(通期)10円90銭（予想年間期中平均株式数による） 
※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な 
 要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

平成 17 年 11 月 25 日 
 

上場取引所    東・福 
本社所在都道府県   
福岡県 
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６．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16年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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 1,486,285   1,338,692   1,628,310   

２．売掛金 675,158   1,055,563   762,454   

３．たな卸資産 8,301,755   8,065,495   8,469,759   

４．その他 1,778,284   786,871   676,530   

流動資産合計  12,241,484 15.9  11,246,623 14.8  11,537,055 15.0 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物 ※1.2 19,773,394   19,825,122   20,427,931   

(2）土地 ※２ 29,842,658   29,644,974   29,837,962   

(3）建設仮勘定 15,412   60,826   1,218   

(4）その他 ※１ 2,241,593   2,064,565   2,133,954   

計 51,873,058   51,595,489   52,401,066   

２．無形固定資産 880,966   1,024,927   874,626   

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券 1,811,532   1,997,935   1,693,312   

(2)差入保証金 4,902,548   4,633,981   4,780,236   

(3)その他 5,499,619   5,268,853   5,462,764   

貸倒引当金 △27,219   △5,077   △6,000   

計 12,186,481   11,895,693   11,930,314   

固定資産合計  64,940,505 84.1  64,516,110 85.2  65,206,007 85.0 

 資産合計  77,181,989 100.0  75,762,734 100.0  76,743,062 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成16年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17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．支払手形 7,684,467   7,203,844   6,922,910   

２．買掛金 5,558,049   5,310,311   5,692,410   

３．１年以内返済予定
長期借入金 ※２ 7,147,000   10,046,000   7,481,000   

４．未払法人税等 240,584   139,500   268,495   

５．賞与引当金 377,622   354,848   396,986   

６．その他 ※３ 2,177,506   2,391,681   3,425,807   

流動負債合計  23,185,231 30.1  25,446,185 33.6  24,187,610 31.5 

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金 ※２ 17,356,000   13,610,000   15,784,000   

２．退職給付引当金 367,148   373,755   372,356   

３．役員退職慰労引当
金 835,234   864,888   855,026   

４．預り保証金 3,941,063   3,974,804   3,996,098   

５．その他 2,999,376   3,005,287   3,023,695   

固定負債合計  25,498,822 33.0  21,828,736 28.8  24,031,176 31.3 

負債合計  48,684,054 63.1  47,274,922 62.4  48,218,786 62.8 

          

（資本の部） 

Ⅰ 資本金  10,229,738 13.3  10,229,738 13.5  10,229,738 13.3 

Ⅱ 資本剰余金          

１．資本準備金 9,944,800   9,944,800   9,944,800   

２．その他資本剰余金 38   90   75   

資本剰余金合計  9,944,838 12.9  9,944,891 13.1  9,944,876 13.0 

Ⅲ 利益剰余金          

１．利益準備金 526,329   526,329   526,329   

２．任意積立金 8,190,472   8,184,232   8,190,472   

３．中間（当期）未処
分利益 516,416   476,897   615,824   

利益剰余金合計  9,233,218 11.9  9,187,459 12.2  9,332,627 12.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金  △55,884 △0.1  93,085 0.1  △17,018 △0.0 

Ⅴ 自己株式  △853,977 △1.1  △967,362 △1.3  △965,948 △1.3 

資本合計  28,497,935 36.9  28,487,811 37.6  28,524,275 37.2 

負債資本合計  77,181,989 100.0  75,762,734 100.0  76,743,062 100.0 
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(2) 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17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  42,940,295 100.0  39,474,938 100.0  83,606,057 100.0 

Ⅱ 売上原価  34,323,364 79.9  31,378,378 79.5  66,517,249 79.6 

売上総利益  8,616,931 20.1  8,096,559 20.5  17,088,807 20.4 

Ⅲ 不動産賃貸収入  1,535,320 3.6  1,525,334 3.9  3,041,057 3.6 

営業総利益  10,152,251 23.7  9,621,894 24.4  20,129,864 24.0 

Ⅳ 販売費及び一般管理
費 ※１  9,784,153 22.8  9,347,075 23.7  19,471,501 23.3 

営業利益  368,098 0.9  274,819 0.7  658,362 0.8 

Ⅴ 営業外収益          

１．受取利息 21,303   25,446   44,350   

２．その他 ※２ 573,985   309,963   904,940   

営業外収益合計  595,289 1.4  335,410 0.8  949,291 1.1 

Ⅵ 営業外費用          

１．支払利息 172,241   161,487   334,393   

２．その他 7,992   2,748   31,121   

営業外費用合計  180,233 0.4  164,235 0.4  365,515 0.4 

経常利益  783,154 1.8  445,994 1.1  1,242,138 1.5 

Ⅶ 特別利益  4,776 0.0  2,290 0.0  69,899 0.1 

Ⅷ 特別損失 ※３,４  371,366 0.8  306,767 0.7  439,106 0.5 

税引前中間(当期)純利
益 

 416,564 1.0  141,517 0.4  872,931 1.1 

法人税、住民税及び事
業税 ※５ 209,608   103,161   440,111   

法人税等調整額 － 209,608 0.5 － 103,161 0.3 △58,679 381,431 0.5 

中間(当期)純利益  206,956 0.5  38,355 0.1  491,500 0.6 

前期繰越利益  309,460   438,541   309,460  

中間配当額  －   －   185,135  

中間(当期)未処分利益  516,416   476,897   615,824  
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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16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17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 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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） 

同   左 期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時価のないもの ②時価のないもの ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同   左 同   左 

 (2) デリバティブ (2) デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法 同   左 同   左 

 (3) たな卸資産 (3) たな卸資産 (3）たな卸資産 

 商品 同   左 同   左 

 売価還元法による原価法   

 貯蔵品   

 最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 建物 同   左 同   左 

 定額法   

 その他   

 定率法   

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 ソフトウェア（自社利用） 同   左 同   左 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

  

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 

 売上債権、貸付金等の貸倒

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

性を検討し、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 

 従業員に支給する賞与の引

当額として支給見込額に基づ

き計上しております。 

同   左 同   左 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 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、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間による

定額法により按分した額をそ

れぞれの発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

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、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間による

定額法により按分した額をそ

れぞれの発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）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、当社内規に基づ

く中間会計期間末要支給額の

100％相当額を計上しており

ます。 

 役員の退職慰労金の支給に

ついて、当中間会計期間にお

ける取締役会において、平成

17年3月期に係わる定時株主

総会の日をもって役員退職慰

労金制度を廃止することと

し、当中間会計期間までの在

任期間中の職務遂行の対価部

分相当を、支給すべき役員退

職慰労金の額として決定した

ことにより当該金額を引当計

上しております。 
 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、当社内規に基づ

く期末要支給額の100％相当

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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 当社は、特例処理の要件を

満たす金利スワップについて

は、特例処理を採用しており

ます。 

同   左 同   左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段 ・ヘッジ手段 

 当社は、金利スワップ取引

を利用しております。 

同   左 同   左 

 ・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象 ・ヘッジ対象 

 当社が行っている金利ス

ワップ取引は、借入金利等の

将来の金融市場における利率

上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しておりま

す。 

同   左 同   左 
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項  目 
前中間会計期間 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

 当社がヘッジ取引を行う場

合の取引方針としては、営業

取引、資金調達等で発生する

通常の取引範囲内で、必要に

応じ最小限のリスクで契約を

行う方針であり、投機的な取

引は行わない方針でありま

す。 

 

同   左 同   左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

    特例処理によっている金利                    

スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

      同   左 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

          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 

(1) 消費税等の処理方法 

 税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の処理方法 

      同   左 

(1) 消費税等の処理方法 

      同   左 

 

   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4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

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） 

 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

計基準の適用指針」（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306,436千円減少しておりま

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。 
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   追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号｢法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取り扱い｣（企

業会計基準委員会（平成16年2月13

日））に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割34百万円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 

 （外形標準課税） 

 実務対応報告第12号｢法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取り扱

い｣（企業会計基準委員会（平成16年2

月13日））に基づき、法人事業税の付

加価値割及び資本割68百万円を販売費

及び一般管理費として処理しておりま

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9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年9月30日） 

前事業年度末 
（平成17年3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 

15,306,468千円 16,668,287千円 15,970,995千円 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

 (1) 担保資産  (1) 担保資産  (1)担保資産 
 

建物 8,891,675千円

土地 20,967,071 〃 

計 29,858,746 〃 
  

 
建物 8,462,888千円

土地 20,769,803 〃 

計 29,232,691 〃 
  

 
建物 8,778,903千円

土地 20,962,791 〃 

計  29,741,694 〃 
  

 (2)担保付債務  (2)担保付債務  (2)担保付債務 

長期借入金(１年以内返済分を含む) 長期借入金(１年以内返済分を含む) 長期借入金(１年以内返済分を含む) 

18,583,000千円 16,391,000千円 17,585,000千円 

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等 ※３．仮払消費税等及び仮受消費税等 ※３． 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

し、相殺後の金額は流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同   左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 
 

有形固定資産 722,042千円

無形固定資産 45,777 〃 
  

 
有形固定資産 698,044千円

無形固定資産  51,999 〃 
  

 
有形固定資産 1,440,165千円

無形固定資産      92,918 〃 
    

※２． 営業外収益「その他」の主な内訳  

  仕入割引                110,465千円 

              受取手数料 108,155 〃 
     テナント解約収入    279,000 〃 

  
※２．営業外収益「その他」の主な内訳  

  仕入割引                 99,022千円 

              受取手数料  92,213 〃 
     

  
※２．営業外収益「その他」の主な内訳  

  仕入割引            196,218千円 

              受取手数料 207,770 〃 
     テナント解約収入    334,637 〃 

※３.特別損失のうち主要なもの ※３. 特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 

     退店関連損失      338,183千円       減損損失      306,436千円       退店関連損失      338,183千円 

※４.  ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５．法人税、住民税及び事業税 

   当中間会計期間における税金費用に

ついては、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

※４．減損損失 

  当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場 所 用 途 種 類 
減損損失
（千円）

中津店(大分
県中津市) 店舗 土地 190,655 

旧宇美店(福
岡県糟屋郡) 遊休資産 

建物
土地 115,780 

 当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として店舗を基本単位と

して、又遊休資産については物件単位

毎にグルーピングしております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである店舗及び環境の変化に伴

い収益構造の悪化が著しい店舗等にお

ける資産グループと時価が著しく下落

した遊休資産で今後使用見込みのない

資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額306,436千円

を減損損失として特別損失に計上いた

しました。 

その内訳は、次のとおりであります。 

店舗 

  土地        190,655千円 

   遊休資産 

    建物        113,448千円 

    土地           2,331千円 

     計        115,780千円 

なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、

不動産については不動産鑑定評価基準

またはそれに準ずる方法により算定し

ております。 

※４.  ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５．   ―――――――― ※５．法人税、住民税及び事業税 

      同     左 
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   （リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

１．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 
 

 
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） 

有形固定
資産 
その他 
(器具備品)

775,938 503,474 272,463 

合計 775,938 503,474 272,463 
  

 

 
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） 

有形固定
資産 
その他 
(器具備品)

452,349 264,870 187,478 

合計 452,349 264,870 187,478 
  

 

 
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） 

有形固定
資産 
その他 
(器具備品)

558,739 338,640 220,099 

合計 558,739 338,640 220,099 
  

（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 (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 109,289千円

１年超 163,173  〃

合計 272,463  〃
 

 
１年内 64,014千円

１年超 123,463  〃

合計 187,478  〃
 

 
１年内 82,067千円

１年超 138,032  〃

合計 220,099  〃
  

（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 85,203千円

減価償却費相当額 85,203  〃
  

 
支払リース料 47,578千円

減価償却費相当額 47,578  〃
  

 
支払リース料 149,405千円

減価償却費相当額 149,405  〃
  

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 店舗のうち、６店舗については、建物

等をリース契約により使用しておりま

す。 

 店舗のうち、６店舗については、建物

等をリース契約により使用しておりま

す。 

 店舗のうち、６店舗については、建物

等をリース契約により使用しておりま

す。 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 1,028,499千円

１年超 11,255,043  〃

合計 12,283,542  〃
  

 
１年内 1,022,640千円

１年超 10,109,451  〃

合計 11,132,091  〃

 （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

りませんので、項目等の記載は省略して

おります。 
  

 
１年内 1,017,994千円

１年超 10,587,588  〃

合計 11,605,582  〃
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（有価証券関係） 

前中間会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)、当中間会計期間(自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日)及び前事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年３月31日)においては、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16年4月 1日 

至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

 
１株当たり純資産額  769.65円

１株当たり中間純利益金額 5.56〃
  

 
１株当たり純資産額  776.20円

１株当たり中間純利益金額 1.05〃
  

 
１株当たり純資産額      777.13円 

１株当たり当期純利益金額 13.23〃
  

   

 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、希薄化効果を有して

いる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

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

   

   

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4月 1日 
至 平成16年9月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 206,956 38,355 491,500 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 206,956 38,355 491,500 

期中平均株式数（千株） 37,254 36,703 37,151 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成13年6月28日定時株

主総会決議による自己株式

取得方式のストックオプ

ション 

（普通株式500千株） 

 平成15年6月27日定時株

主総会で決議された新株予

約権方式のストックオプ

ション 

（新株予約権の数5,000

個、普通株式500千株） 

 平成15年6月27日定時株

主総会で決議された新株予

約権方式のストックオプ

ション 

（新株予約権の数5,000

個、普通株式500千株） 

 

 平成13年6月28日定時株

主総会決議による自己株式

取得方式のストックオプ

ション 

（普通株式500千株） 

 平成15年6月27日定時株

主総会で決議された新株予

約権方式のストックオプ

ション 

（新株予約権の数5,000

個、普通株式500千株） 

 

（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 
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