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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】 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結経営指標等については記載しておりません。 

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 第48期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。 

５ 第49期(第49期中を含む)においては、平成16年４月９日付で株式分割(１：1.2)を、また第50期中においては平成17年４

月８日付で株式分割(１：1.2)を行っております。 

６ 第49期から「固定資産の減損に係る会計基準」(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)を適用しております。 

７ 従業員数は就業人員数であります。 

  

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期 

会計期間 

自 平成15年 
  ２月21日 
至 平成15年 
  ８月20日 

自 平成16年
  ２月21日 
至 平成16年 
  ８月20日 

自 平成17年
  ２月21日 
至 平成17年 
  ８月20日 

自 平成15年 
  ２月21日 
至 平成16年 
  ２月20日 

自 平成16年
  ２月21日 
至 平成17年 
  ２月20日 

売上高 (千円) 35,896,021 41,709,495 44,503,066 77,853,008 88,729,453

経常利益 (千円) 2,510,721 3,537,186 4,309,798 7,049,608 8,656,697

中間(当期)純利益 (千円) 1,384,854 1,967,808 2,464,640 3,939,026 4,783,355

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,162,922 2,162,922 2,270,027 2,162,922 2,162,922

発行済株式総数 (株) 23,902,659 28,683,190 34,533,528 23,902,659 28,683,190

純資産額 (千円) 15,727,467 19,735,190 24,634,285 18,037,272 22,258,340

総資産額 (千円) 40,218,560 47,470,113 53,430,817 45,498,841 53,170,251

１株当たり純資産額 (円) 658.41 688.75 714.24 755.17 776.84

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 57.97 68.67 71.64 164.90 166.93

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 68.30 71.38 164.83 166.02

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00

自己資本比率 (％) 39.1 41.6 46.1 39.6 41.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 477,004 1,216,269 △176,886 5,256,272 7,145,979

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △2,292,777 △1,328,471 △373,832 △3,865,293 △2,180,754

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △246,366 △270,692 △90,166 △491,607 △563,277

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 11,675,261 14,253,877 18,397,832 14,636,771 19,038,718

従業員数 
(外、臨時従業員の中間 
(年間)平均雇用人員数) 

(名) 
407 

(1,559)

448

(1,832)

464

(1,934)

397 

(1,634)

433

(1,896)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、当社は、関係会社を有

しておりません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年８月20日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の( )は外書で、臨時従業員(パートタイマー及びアルバイト)の中間会計期間平均雇用人員数であります。 

３ 当中間会計期間において従業員数が31名、臨時従業員の平均雇用人員数が38名それぞれ増加しておりますが、これは店舗

展開などの営業拡大に伴う採用によるものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

従業員数(名) 464(1,934) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善による民間設備投資の増加等、景気は回復基調で推移いたしま

した。加えて、製造業を中心に各社好決算の業績予想が相次ぐ状況を受け、株価も上昇傾向を見せるようになりま

した。 

しかしながら、原油価格の高騰を要因とする原材料費上昇等の懸念もあり、先行きは未だ不透明な部分が残り、

個人消費の本格的な回復には、今しばらくの時間が掛かる状況が続いております。当流通業界におきましては、消

費者の購買意欲回復の遅れを受け、各市場でのシェア確保のための価格競争が続いており、商況は依然として厳し

い状況となっております。 

このような環境の中、当社は出店立地の重心をＳＣ(ショッピングセンター)に移行しつつ、計画を上回る20店舗

の出店を行い、ナショナルチェーンとしての店舗網の拡充をさらに進めてまいりました。この結果、当中間期末の

店舗数は441店舗となり、北は北海道から南は沖縄県に至るチェーン店網を更に充実し、真の全国チェーンに向け

て、全国ドミナントエリア化を推し進めております。 

商品面では店舗数の増加によるスケールメリットの追求や、プライベートブランド商品の拡大を行うことによ

り、仕入コストの削減に努めた結果、販売単価の下落はあったものの、売上総利益率は前中間期を上回る数字を確

保することができました。また、オペレーション面では店舗マネジメント強化のための従業員教育を継続しなが

ら、ローコストオペレーション実現のための店舗作業の省力化や合理化に積極的に取り組んでまいりました。さら

に、物流面においては店舗の広域化や店舗数の増加に合わせて全国各地の要所に物流基地を整備し、さらに物流コ

ストの削減に努めてまいりました。 

品目別の売上高は、各品目とも店舗数増による売場面積の増加により、子供衣料145億６千３百万円(前年同期比

107.5％)、育児・服飾雑貨225億９千７百万円(前年同期比106.8％)、ベビー・マタニティ衣料71億５千９百万円(前

年同期比104.6％)、その他１億８千１百万円(前年同期比113.7％)といずれも増加しております。 

以上の結果、このような厳しい経済環境下におきましても、当中間期の売上高は445億３百万円と前年同期比

106.7％、経常利益は43億９百万円と前年同期比121.8％、また中間純利益は24億６千４百万円と前年同期比125.2％

となり、増収増益を達成いたしました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新規出店に係る有形固定資産の取得や建設協力

金及び敷金・保証金の差入による支出などにより、前期末に比べ６億４千万円減少し、当中間期末には183億９千７

百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期における営業活動による資金は、１億７千６百万円(前年同期比13億９千３百万円減)の減少となりま

した。これは、税引前中間純利益が42億８千８百万円(前年同期比121.8％)と好調に推移し、減価償却費が３億１

千９百万円発生しましたが、仕入債務が14億７千万円減少し、たな卸資産が７億４千４百万円増加したことおよ

び法人税等23億９千２百万円の支払があったことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期における投資活動による資金は、３億７千３百万円(前年同期比９億５千４百万円増)の減少となりま

した。これは、積極的な出店により、有形固定資産の取得による支出２億１千７百万円や建設協力金及び敷金・

保証金の差入による支出６億２千９百万円があったことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期における財務活動による資金は、９千万円(前年同期比１億８千万円増)の減少となりました。これ

は、配当金の支払額が２億８千６百万円となった一方で、ストックオプションの行使に伴う株式の発行による収

入が２億１千４百万円あったことによります。 

  



２ 【販売実績】 

(1) 商品別売上高 

  

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 地域別売上高 

  

商品別 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 

子供衣料 14,563,772 107.5

育児・服飾雑貨 22,597,978 106.8

ベビー・マタニティー衣料 7,159,719 104.6

その他 181,595 113.7

合計 44,503,066 106.7

地域 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

売上高 
(千円) 

構成比
(％) 

前年同期比
(％) 

中間期末
店舗数 
(店) 

店舗異動状況 

新店 
(店) 

退店 
(店) 

北海道 1,473,946 3.3 134.8 18 4 ―

青森県 597,976 1.3 127.7 7 2 ―

岩手県 326,772 0.7 139.9 4 2 ―

宮城県 735,750 1.7 116.2 8 ― ―

秋田県 344,307 0.8 127.8 5 2 ―

山形県 586,871 1.3 157.7 7 3 ―

福島県 894,003 2.0 104.4 9 ― ―

 北海道・東北地区計 4,959,628 11.1 126.3 58 13 ―

茨城県 1,145,521 2.6 111.4 12 2 ―

栃木県 1,007,717 2.3 96.2 11 ― ―

群馬県 740,608 1.7 106.8 7 ― ―

埼玉県 2,775,806 6.2 101.3 25 1 ―

千葉県 2,431,244 5.5 104.5 24 2 ―

東京都 2,775,946 6.2 102.9 28 1 ―

神奈川県 2,388,114 5.4 119.9 19 4 ―

 関東地区計 13,264,958 29.9 105.9 126 10 ―

新潟県 658,714 1.5 103.6 6 ― ―

富山県 412,043 0.9 103.9 4 ― ―

石川県 338,829 0.8 96.0 3 ― ―

福井県 420,461 0.9 96.9 4 ― ―

山梨県 350,011 0.8 104.2 3 ― ―

長野県 741,617 1.7 115.5 7 2 ―

岐阜県 430,744 1.0 100.6 4 ― ―

静岡県 1,847,688 4.2 102.7 14 ― ―

愛知県 2,054,212 4.6 103.3 21 ― 1

 中部地区計 7,254,324 16.4 103.4 66 2 1



  

(注) １ その他はインターネット販売によるものであります。 
２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
３ 店舗異動状況は、前中間会計期間末の翌日から当中間会計期間末までの異動状況を記載しております。 

  

(3) 単位当たりの売上高 
  

(注) １ 売場面積(平均)は営業店舗の稼動月数を基礎として算出しております。 
２ 従業員数(平均)はパートタイマー及びアルバイトを正社員換算(１日８時間換算)して算出しております。 
３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

地域 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

売上高 
(千円) 

構成比
(％) 

前年同期比
(％) 

中間期末
店舗数 
(店) 

店舗異動状況 

新店 
(店) 

退店 
(店) 

三重県 508,683 1.1 102.1 6 ― ―

滋賀県 571,134 1.3 104.6 6 ― ―

京都府 617,079 1.4 144.0 7 3 ―

大阪府 4,057,377 9.1 101.6 38 2 ―

兵庫県 2,257,672 5.1 93.8 31 3 2

奈良県 515,380 1.2 113.4 5 1 ―

和歌山県 143,944 0.3 101.7 1 ― ―

 近畿地区計 8,671,271 19.5 102.4 94 9 2

鳥取県 311,892 0.7 91.8 2 ― ―

島根県 287,687 0.7 104.6 2 ― ―

岡山県 657,870 1.5 108.8 7 1 ―

広島県 1,001,792 2.3 94.8 9 ― ―

山口県 551,639 1.2 100.6 6 ― ―

 中国地区計 2,810,882 6.4 99.5 26 1 ―

徳島県 416,622 0.9 98.3 3 ― ―

香川県 400,469 0.9 101.9 3 ― ―

愛媛県 459,208 1.0 95.4 3 ― ―

高知県 365,392 0.8 150.3 3 2 ―

 四国地区計 1,641,692 3.6 106.5 12 2 ―

福岡県 2,333,255 5.2 104.3 23 2 ―

佐賀県 358,794 0.8 99.0 3 ― ―

長崎県 374,083 0.8 146.5 3 1 ―

熊本県 862,290 1.9 102.1 9 1 ―

大分県 520,325 1.2 114.2 5 1 ―

宮崎県 574,510 1.3 101.6 7 ― ―

鹿児島県 591,948 1.3 114.5 6 1 ―

沖縄県 276,886 0.6 168.5 3 ― ―

 九州・沖縄地区計 5,892,094 13.1 109.1 59 6 ―

その他 8,213 0.0 281.0 ― ― ―

合計 44,503,066 100.0 106.7 441 43 3

項目 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

実績 前年同期比(％) 

売場面積(平均)(㎡) 283,125 111.4

１㎡当たり期間売上高(千円) 157 95.8

従業員数(平均)(人) 2,401.7 105.5

１人当たり期間売上高(千円) 18,529 101.1



３ 【仕入実績】 

  

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

商品別 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 

子供衣料 8,842,243 99.0

育児・服飾雑貨 16,632,868 105.9

ベビー・マタニティー衣料 4,418,254 100.6

その他 158,248 121.7

合計 30,051,615 103.0



４ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



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設備の異動は、下記「２ 設備の新設、除却等の計画」の(1)及び(2)に記載したほか特記

すべき事項はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前事業年度末において、計画中であった設備の新設、重要な拡充のうち、当中間会計期間に完成した主なものは

次のとおりであります。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業所名 区分 内容
投資金額
(千円) 

完成又は取得年月 備考

奈良新庄店 
(奈良県葛城市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   667㎡) 

24,408 平成17年３月 新設

千葉ニュータウン店 
(千葉県印西市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   674㎡) 

42,564 平成17年３月 新設

龍ヶ崎城南SC店 
(茨城県龍ヶ崎市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   696㎡) 

44,248 平成17年３月 新設

小倉上曽根店 
(北九州市小倉南区) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   666㎡) 

45,091 平成17年４月 新設

四万十ショッピングガーデン
店 
(高知県四万十市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   499㎡) 

39,884 平成17年４月 新設

高知針木店 
(高知県高知市) 

賃借
建設協力金及び設備造作等
(売場面積   661㎡) 

65,688 平成17年４月 新設

佐世保矢峰店 
(長崎県佐世保市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   661㎡) 

65,439 平成17年４月 新設

ビアレヨコハマ店 
(横浜市金沢区) 

賃借
敷金・保証金及び設備造作等
(売場面積   712㎡) 

53,348 平成17年５月 新設

岡谷店 
(長野県岡谷市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   699㎡) 

41,115 平成17年７月 新設

豊岡店 
(兵庫県豊岡市) 

賃借
建設協力金及び設備造作等
(売場面積   498㎡) 

48,192 平成17年７月 新設



(2) 当中間会計期間に新たに計画が確定し、当中間会計期間に完成したものは次のとおりであります。 

  

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業所名 区分 内容
投資金額
(千円) 

完成又は取得年月 備考

岩見沢大和タウンプラザ店 
(北海道岩見沢市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   687㎡) 

31,864 平成17年３月 新設

枚方高野道店 
(大阪府枚方市) 

賃借
敷金・保証金及び設備造作等
(売場面積   525㎡) 

16,770 平成17年４月 新設

山鹿店 
(熊本県山鹿市) 

賃借
敷金・保証金及び設備造作等
(売場面積   641㎡) 

20,035 平成17年４月 新設

山科店 
(京都市山科区) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   763㎡) 

59,265 平成17年６月 新設

盛岡厨川店 
(岩手県盛岡市) 

賃借
建設協力金及び設備造作等
(売場面積   695㎡) 

56,996 平成17年６月 新設

秋田茨島店 
(秋田県秋田市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   685㎡) 

40,823 平成17年７月 新設

灘新在家店 
(神戸市灘区) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   528㎡) 

38,633 平成17年７月 新設

ヨークタウン坂東店 
(茨城県坂東市) 

賃借
建設協力金、敷金・保証金及び
設備造作等 
(売場面積   520㎡) 

39,519 平成17年７月 新設

みなとみらい店 
(横浜市西区) 

賃借
敷金・保証金及び設備造作等
(売場面積   656㎡) 

27,262 平成17年７月 新設

北見店 
(北海道北見市) 

賃借
敷金・保証金及び設備造作等
(売場面積   644㎡) 

15,113 平成17年８月 新設



(3) 当中間会計期間に新たに確定した設備の新設等の計画は次のとおりであります。 

  

(注) １ 店舗にかかる着手年月は、賃貸借契約締結月を記載しております。 

２ 今後の所要資金779,334千円は、自己資金により賄う予定であります。 

３ 予算金額の内容は、建設協力金又は敷金・保証金及び設備造作であります。 

４ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

事業所名 所在地 区分 
予算金額 
(千円) 

既支払額
(千円) 

今後の
所要金額 
(千円) 

着手年月
完成
予定年月 

売場面積 
(㎡) 

備考

          平成年 月 平成年 月    

児島店 岡山県倉敷市 賃借 40,450 ― 40,450 17.3 17.9 667 新設

大治店 
愛知県海部郡 
大治町 

賃借 37,500 17,500 20,000 17.5 17.9 695 新設

富山イータウ
ン店 

富山県射水郡 
大島町 

賃借 31,310 ― 31,310 17.5 17.9 536 新設

ヨークタウン 
中郷店 

茨城県北茨城市 
中郷町 

賃借 26,800 5,000 21,800 17.3 17.9 520 新設

徳島末広店 徳島県徳島市 賃借 52,900 5,000 47,900 17.3 17.10 710 新設

松阪店 三重県松阪市 賃借 53,600 5,500 48,100 17.6 17.10 697 新設

むつ店 青森県むつ市 賃借 38,720 5,000 33,720 17.6 17.10 511 新設

佐世保藤原店 長崎県佐世保市 賃借 46,870 ― 46,870 17.7 17.10 661 新設

豊川店 愛知県豊橋市 賃借 52,700 5,000 47,700 17.5 17.10 687 新設

帯広白樺通店 北海道帯広市 賃借 44,130 5,000 39,130 17.7 17.10 607 新設

ｉモール 
高砂店 

兵庫県高砂市 賃借 34,854 1,000 33,854 17.7 17.10 632 新設

三鷹店 東京都三鷹市 賃借 46,300 ― 46,300 17.7 17.11 439 新設

大分宇佐店 大分県宇佐市 賃借 34,000 ― 34,000 17.3 17.11 532 新設

金沢大桑店 石川県金沢市 賃借 40,000 5,000 35,000 17.4 17.11 643 新設

浜松志都呂店 
静岡県浜名郡 
雄踏町 

賃借 41,500 ― 41,500 17.5 17.12 686 新設

アクロスプラ
ザ諫早店 

長崎県諫早市 賃借 38,000 5,000 33,000 17.2 17.12 690 新設

新津程島店 新潟県新潟市 賃借 40,000 5,000 35,000 17.6 17.12 686 新設

ＢＯＸタウン 
箱崎店 

福岡市東区 賃借 38,500 ― 38,500 17.8 18.3 586 新設

姫路花田店 兵庫県姫路市 賃借 38,700 ― 38,700 17.5 18.3 680 新設

美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市 賃借 41,500 5,000 36,500 17.7 18.5 696 新設

エイトタウン 
那須塩原店 

栃木県那須塩原市 賃借 35,000 5,000 30,000 17.3 18.10 660 新設

合計     853,334 74,000 779,334   13,221   



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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 「提出日現在発行数」には、平成17年11月１日からこの半期報告書提出日までに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 95,610,000

計 95,610,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年８月20日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月17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 34,533,528 34,618,928

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

計 34,533,528 34,618,928 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。 

① 第１回新株予約権（平成15年５月14日決議分） 

  

(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調

整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整

することができるものとする。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り

上げるものとする。 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は払込金額を調整すること

ができるものとする。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数（個） 2,527 1,924

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 363,888 277,056

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,883 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月１日～

平成22年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 1,883
資本組入額 942

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、当

社または当社の関係会社の

取締役、監査役、執行役ま

たは従業員であることを要

する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他

正当な理由のある場合は、

この限りではない。なお、

新株予約権者である当社顧

問弁護士は、新株予約権の

行使時においても当社顧問

弁護士であることを要す

る。 

② 新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は

認めない。 

③ その他の行使条件は、取

締役会決議に基づき新株予

約権者との間で締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 



② 第２回新株予約権（平成16年５月18日決議分） 

  

(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調

整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整

することができるものとする。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り

上げるものとする。 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は払込金額を調整すること

ができるものとする。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数（個） 356 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 42,720 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり3,375 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～

平成22年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 3,375
資本組入額 1,688

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、当

社または当社の関係会社の

従業員であることを要す

る。ただし、定年退職その

他正当な理由のある場合

は、この限りではない。な

お、新株予約権者である当

社顧問は、新株予約権の行

使時においても当社顧問で

あることを要する。ただ

し、正当な理由のある場合

は、この限りではない。 

② 新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は

認めない。 

③ その他の行使条件は、取

締役会決議に基づき新株予

約権者との間で締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 



③ 第３回新株予約権（平成17年５月17日決議分） 

  

(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調

整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整

することができるものとする。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り

上げるものとする。 

  また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は払込金額を調整すること

ができるものとする。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権の数（個） 676 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,600 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり3,375 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月１日～

平成22年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 3,375
資本組入額 1,688

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、当

社または当社の関係会社の

取締役、監査役、執行役ま

たは従業員であることを要

する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他

正当な理由のある場合は、

この限りではない。なお、

新株予約権者である当社顧

問は、新株予約権の行使時

においても当社顧問である

ことを要する。ただし、正

当な理由のある場合は、こ

の限りではない。 

② 新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は

認めない。 

③ その他の行使条件は、取

締役会決議に基づき新株予

約権者との間で締結した

「新株予約権割当契約」に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡について

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

(注) １ 平成17年２月20日現在の株主に対し、平成17年４月８日付で、その所有株式数１株につき1.2株の割合をもって分割いた

しました。 

２ ストックオプションの権利行使による増加であります。 
  

(4) 【大株主の状況】 
平成17年８月20日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。 

２ みずほ信託銀行株式会社の所有株式数1,065.9千株のうち、932.9千株は株式会社みずほ銀行がみずほ信託銀行株式会社に

委託した退職給付信託であり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。 

３ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数2,671.6千株のうち、311.0千株はＵＦＪ信託銀行株式会社(平成17

年10月１日付で三菱信託銀行株式会社と合併し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に変更)が日本マスタートラスト信託銀行

株式会社に委託した退職給付信託であり、その議決権行使の指図権はＵＦＪ信託銀行株式会社が留保しております。 

４ 次の法人から、当中間会計期間中に大量保有報告書・変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨の報告

を受けておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人名義の実質所有状況の確認ができませんので上記「大株主

の状況」では考慮しておりません。 

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４月８日 
(注)１ 

5,736,638 34,419,828 ― 2,162,922 ― 1,961,289

平成17年６月１日 
    ～ 
平成17年８月20日 
(注)２ 

113,700 34,533,528 107,105 2,270,027 106,991 2,068,280

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

友好エステート株式会社 兵庫県姫路市西新在家３丁目８―33 4,439.2 12.85

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８―11 4,435.9 12.84

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11―３ 2,671.6 7.74

茂 理 佳 弘 兵庫県姫路市西新在家３丁目８―33 2,098.9 6.08

大 村 禎 史 兵庫県姫路市北条口４―６ 1,428.5 4.14

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２―１ 1,065.9 3.09

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインク 
(常任代理人：モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店) 

1585  BROADWAY  NEW  YORK,  NEW  YORK
10036,U.S.A. 
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号恵
比寿ガーデンプレイスタワー) 

922.1 2.67

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー 
(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) 

P.O.BOX  351  BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

808.8 2.34

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７―９ 650.3 1.88

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９―１ 618.4 1.79

計 ― 19,139.8 55.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,435.9千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,671.6千株

みずほ信託銀行株式会社 1,065.9千株



  

  

氏名又は名称 住所 報告義務発生日 
所有株式数
(千株) 

Prospect Asset Management,Inc. 
6700 Kalanianaole Hwy,Suite 
122,Honolulu HI 96825 

平成17年４月30日 1,827.6

りそな信託銀行株式会社
東京都千代田区大手町１丁目１
番２号 

平成17年５月31日 1,718.4

モルガン・スタンレー・ジャパ
ン・リミテッド 

ケイマン諸島、グランドケイマ
ン、ジョージタウン、サウスチ
ャーチ・ストリート、ユグラン
ドハウス私書箱309号 

平成17年６月30日 364.6

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インコーポレーテッ
ド 

1585 Broadway, New York, NY 
10036 

平成17年６月30日 888.7

モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナ
ル・リミテッド 

25 Cabot Square Canary Wharf 
London E14 4QA U.K. 

平成17年６月30日 829.2

エムエスディーダブリュ・エクイ
ティー・ファイナンス・サービセ
ズⅠ(ケイマン)・リミテッド 

c/o  M&C  Corporate  Services 
Limited  P.O.  Box  309GT 
Ugland  House,South  Church 
Street  George  Town,  Grand 
Cayman 

平成17年６月30日 10.0

エムエスディーダブリュ・エクイ
ティー・ファイナンシング・サー
ビセズ(ルクス)エス・アー・エー
ル・エル 

8-10  rue  Mathias  Hardt,L-
1717 Luxembourg 

平成17年６月30日 98.9

モルガン・スタンレー・アセッ
ト・マネジメント投信株式会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番
３号恵比寿ガーデンプレイスタ
ワー 

平成17年６月30日 16.9



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年８月20日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年８月20日現在 

  

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】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

２ 当該中間会計期間における月別最高・最低株価は、毎月１日から月末までのものであります。 

  

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において、役員の異動はありません。 

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) 
(自己保有株式) 
普通株式 

43,400 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

34,357,100 
343,571

100株につき、１個の議決権を有し
ております。 

単元未満株式 
普通株式 

133,028 
― ― 

発行済株式総数 34,533,528 ― ― 

総株主の議決権 ― 343,571 ― 

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(％)

(自己保有株式)   

株式会社西松屋チェーン 
兵庫県姫路市飾東町庄 
266―１ 

43,400 ― 43,400 0.1

計 ― 43,400 ― 43,400 0.1

月別 平成17年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高(円) 3,150 3,050 2,690 2,990 3,050 3,720

最低(円) 2,860 2,640 2,400 2,510 2,790 2,905



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。 

なお、第49期中間会計期間(平成16年２月21日から平成16年８月20日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、第50期中間会計期間(平成17年２月21日から平成17年８月20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。 

  

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、第49期中間会計期間(平成16年２月21日から平成16年８月20日ま

で)及び第50期中間会計期間(平成17年２月21日から平成17年８月20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 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 



【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８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月20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   14,087,645   17,982,755 18,362,881   

２ 売掛金   358,068   407,975 380,002   

３ たな卸資産   12,233,353   13,496,771 12,752,465   

４ 繰延税金資産   302,565   310,038 374,647   

５ 預け金   ―   415,077 675,837   

６ その他   1,393,453   1,313,112 1,206,509   

流動資産合計    28,375,086 59.8 33,925,731 63.5   33,752,344 63.5

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１        

１ 建物   1,541,821   1,406,329 1,435,702   

２ 土地   1,277,379   1,181,108 1,217,603   

３ その他   2,193,320   2,140,636 2,160,536   

有形固定資産合計   5,012,521   10.6 4,728,074 8.9 4,813,842   9.1

(2) 無形固定資産   70,690   0.1 72,744 0.1 69,873   0.1

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券   11,453   14,242 11,769   

２ 繰延税金資産   125,079   154,505 155,675   

３ 建設協力金   11,245,965   11,623,946 11,622,014   

４ 敷金・保証金   1,590,316   1,748,267 1,642,373   

５ その他   1,057,333   1,177,303 1,116,357   

６ 貸倒引当金   △18,333   △14,000 △14,000   

投資その他の資産 
合計   14,011,814   29.5 14,704,267 27.5 14,534,191   27.3

固定資産合計    19,095,027 40.2 19,505,086 36.5   19,417,906 36.5

資産合計    47,470,113 100.0 53,430,817 100.0   53,170,251 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月20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 ※２ 2,975,242   2,468,308 3,897,394   

２ 買掛金   19,704,465   20,799,124 20,840,928   

３ 未払法人税等   1,599,868   1,826,836 2,405,223   

４ 賞与引当金   308,083   336,786 317,529   

５ 設備関係支払手形 ※２ 306,970   260,389 225,717   

６ その他   2,556,073   2,781,170 2,916,686   

流動負債合計    27,450,704 57.8 28,472,615 53.3   30,603,479 57.5

Ⅱ 固定負債          

１ 退職給付引当金   173,469   191,965 189,331   

２ 役員退職慰労引当金   110,750   131,950 119,100   

固定負債合計    284,219 0.6 323,915 0.6   308,431 0.6

負債合計    27,734,923 58.4 28,796,531 53.9   30,911,910 58.1

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,162,922 4.6 2,270,027 4.2   2,162,922 4.1

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   1,961,289   2,068,280 1,961,289   

２ その他資本剰余金   109   365 235   

資本剰余金合計    1,961,398 4.1 2,068,646 3.9   1,961,524 3.7

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   132,216   132,216 132,216   

２ 任意積立金   13,011,000   17,107,000 13,011,000   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   2,541,480   3,152,606 5,070,488   

利益剰余金合計    15,684,696 33.0 20,391,822 38.2   18,213,704 34.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    3,094 0.0 4,753 0.0   3,282 0.0

Ⅴ 自己株式    △76,921 △0.1 △100,964 △0.2   △83,094 △0.2

資本合計    19,735,190 41.6 24,634,285 46.1   22,258,340 41.9

負債・資本合計    47,470,113 100.0 53,430,817 100.0   53,170,251 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20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    41,709,495 100.0 44,503,066 100.0   88,729,453 100.0

Ⅱ 売上原価    28,063,049 67.3 29,307,309 65.9   58,957,911 66.4

売上総利益    13,646,446 32.7 15,195,757 34.1   29,771,541 33.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    10,172,010 24.4 10,956,113 24.6   21,286,350 24.0

営業利益    3,474,435 8.3 4,239,643 9.5   8,485,190 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  62,806 0.2 72,308 0.2   171,615 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  55 0.0 2,153 0.0   109 0.0

経常利益    3,537,186 8.5 4,309,798 9.7   8,656,697 9.8

Ⅵ 特別損失 ※3,4  16,032 0.1 21,380 0.1   128,802 0.2

税引前中間 
(当期)純利益    3,521,154 8.4 4,288,417 9.6   8,527,895 9.6

法人税、住民税 
及び事業税   1,587,000   1,759,000 3,881,000   

法人税等調整額   △33,653 1,553,346 3.7 64,777 1,823,777 4.1 △136,460 3,744,539 4.2

中間(当期)純利益    1,967,808 4.7 2,464,640 5.5   4,783,355 5.4

前期繰越利益    573,671 687,966   573,671 

中間配当額    ― ―   286,538 

中間(当期) 
未処分利益    2,541,480 3,152,606   5,070,488 

           



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２月21日 
至 平成16年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日)

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  3,521,154 4,288,417 8,527,895

２ 減価償却費  332,728 319,672 705,777

３ 減損損失  ― ― 72,139

４ 賞与引当金の増加額  26,657 19,256 36,103

５ 退職給付引当金の増加額  18,421 2,634 34,283

６ 役員退職慰労引当金の 
  増加額 

 8,350 12,850 16,700

７ 受取利息及び受取配当金  △40,800 △50,456 △85,426

８ 店舗閉店損失  13,216 4,919 25,205

９ 売上債権の増加額  △32,887 △27,972 △54,822

10 たな卸資産の増加額  △1,101,346 △744,306 △1,620,458

11 仕入債務の増加額 
  (△減少額) 

 190,201 △1,470,805 2,248,869

12 その他  △23,880 △138,827 423,860

小計  2,911,815 2,215,381 10,330,128

13 利息及び配当金の受取額  101 119 142

14 法人税等の支払額  △1,695,646 △2,392,386 △3,184,291

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,216,269 △176,886 7,145,979

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の 
  取得による支出 

 △371,425 △217,130 △723,795

２ 有形固定資産の 
  売却による収入 

 14,335 26,500 37,155

３ 建設協力金及び敷金・ 
  保証金の差入による支出 

 △1,438,709 △629,692 △2,385,925

４ 建設協力金及び敷金・ 
  保証金の回収による収入 

 467,326 446,489 891,810

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,328,471 △373,832 △2,180,754



  

  

    
前中間会計期間

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日)

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 配当金の支払額  △238,851 △286,522 △525,389

２ 株式の発行による収入  ― 214,097 ―

３ その他  △31,841 △17,740 △37,888

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △270,692 △90,166 △563,277

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 
  増加額(△減少額) 

 △382,894 △640,885 4,401,946

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 14,636,771 19,038,718 14,636,771

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 14,253,877 18,397,832 19,038,718

    



中間財務諸表作成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２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

  売価還元法による原価

法 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

  (2) 有価証券 (2) 有価証券 (2) 有価証券 

    その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間期末日の市場

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) 

   時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

  

   時価のないもの 

同左 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …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) 

   時価のないもの 

同左 

  (3) デリバティブ 

  時価法 

(3) デリバティブ 

同左 

(3) デリバティブ 

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 

  ただし、平成10年４月

以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 10年～39年

構築物 10年～20年

什器備品 ３年～15年

(1) 有形固定資産 

  定率法 

同左 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

同左 

  (2) 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 

(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 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の

支給に充てるため、支

給見込額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務の見込額に基づき、

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。 

  なお、数理計算上の差

異は、発生した翌年度

に一括して費用処理す

ることとしておりま

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

えるため、当期末にお

ける退職給付債務の見

込額に基づき、当期末

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。 

  なお、数理計算上の差

異は、発生した翌年度

に一括して費用処理す

ることとしておりま

す。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金の支払いに備えるた

め、内規に基づく当中

間期末要支給額を計上

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 

  役員に対する退職慰労

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振

当処理の要件を満たし

ている為替予約につい

ては振当処理によって

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(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…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建輸 

        入取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

  (3) ヘッジ方針 

  為替変動リスクを回避

する目的で為替予約取

引を利用しておりま

す。なお、当社は投機

目的のデリバティブ取

引は行わないこととし

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象

とヘッジ手段の相場変

動を比較し、両者の変

動額を基礎にして判断

しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

６ 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 

中間キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引出し可能な預金

及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、

随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資か

らなっております。 

７ 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 

 税抜方式を採用してお

り、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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 



(会計方針の変更) 
  

  

(表示方法の変更) 
  

  

追加情報 
  

前中間会計期間 
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

――― ――― (固定資産の減損に係る会計基準等)
「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」(企業会計基準委員会
平成15年10月31日 企業会計基準適
用指針第６号)が平成16年３月31日
以後に終了する事業年度に係る財務
諸表から適用できることになったこ
とに伴い、当事業年度から同会計基
準及び同適用指針を適用しておりま
す。これにより税引前当期純利益が
72,139千円減少しております。な
お、減損損失累計額については、改
正後の財務諸表等規則に基づき当該
各資産の金額から直接控除しており
ます。 

前中間会計期間
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

――― 前中間会計期間まで流動資産「その他」に含めて表示し
ておりました「預け金」については、前事業年度末にお
いて資産の総額の100分の１を超えることとなったため
区分掲記したことに合わせて、当中間会計期間について
も区分掲記することといたしました。なお、前中間会計
期間の流動資産「その他」のうち、「預け金」は
166,231千円であります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

外形標準課税制度関係 ――― 「地方税法等の一部を改正
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日以後に開始する事業
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扱
い」(平成16年２月13日
企業会計基準委員会 実務
対応報告第12号)に従い法
人事業税の付加価値割及び
資本割については、販売費
及び一般管理費に計上して
おります。 
これに伴い、従来の方法に
よった場合に比し、販売費
及び一般管理費は55,000千
円増加し、営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益
は、同額減少しておりま
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８月20日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月20日) 

前事業年度末 
(平成17年２月20日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

4,333,232千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

4,837,698千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

4,568,993千円 

――― ※２ 中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決

済処理しております。当中間

会計期間末日は金融機関休業

日のため、中間期末日満期手

形が次のとおり中間期末残高

に含まれております。 

支払手形 80,094千円

設備関係
支払手形 

5,144千円

※２ 期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済

処理しております。当期末日

は金融機関休業日のため、期

末日満期手形が次のとおり期

末残高に含まれております。 

支払手形 63,661千円

設備関係
支払手形 

15,375千円



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 40,734千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 50,375千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 85,340千円

――― ※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費用 2,028千円

――― 

――― ――― ※３ 特別損失の主要項目 

減損損失 72,139千円

――― ――― ※４ 減損損失の内訳 

   当事業年度において、以下の

資産について減損損失を計上

しております。 

   当社は、事業用資産と遊休資

産に区分し、事業用資産は事

業所ごと、遊休資産は各物件

ごとにグルーピングしており

ます。 

   市場価格の著しい下落によ

り、遊休資産に区分されてい

る上記の資産について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額

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、遊休資産の回収可能価

額は正味売却価額により測定

しており、不動産鑑定士によ

る鑑定結果等の適切に市場価

格を反映していると考えられ

る評価額を基に算出し評価し

ております。 

場所 兵庫県姫路市 

用途 遊休資産 

種類および

金額 

土地  46,148千円

建物  13,900千円

その他 12,089千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 331,550千円

無形固定資産 1,178千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 318,363千円

無形固定資産 1,308千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 703,457千円

無形固定資産 2,320千円



(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２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20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 

(平成16年８月20日現在) 

現金及び 
預金勘定 

14,087,645千円

流動資産「その 
他」(預け金) 

166,231千円

現金及び 
現金同等物 

14,253,877千円

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 

(平成17年８月20日現在) 

現金及び 
預金勘定 

17,982,755千円

預け金勘定 415,077千円

現金及び 
現金同等物 

18,397,832千円

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 

(平成17年２月20日現在) 

現金及び
預金勘定 

18,362,881千円

預け金勘定 675,837千円

現金及び
現金同等物 

19,038,718千円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20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 

    

有形固定資産
「その他」 
(什器備品) 
(千円) 

取得価額相当額   1,625,966

減価償却累計額 
相当額 

  669,790

中間 
期末残高相当額 

  956,175

(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 

    

有形固定
資産 

「その他」
(什器備品)
(千円) 

 

無形固定
資産 
(ソフト 
ウェア) 
(千円) 

 
計

(千円) 

取得価額 
相当額   1,798,373  555,756  2,354,130

減価償却 
累計額 
相当額 

  859,278  64,693  923,972

中間 
期末残高 
相当額 

  939,094  491,063  1,430,158

(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 

  

有形固定
資産 

「その他」
(什器備品)
(千円) 

 

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア) 
(千円) 

  計 
(千円) 

取得価額
相当額  1,682,624  250,533   1,933,157

減価償却
累計額 
相当額 

 753,226  21,089   774,316

期末残高
相当額  929,397  229,443   1,158,841

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 311,211千円

１年超 643,681千円

合計 954,893千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 410,410千円

１年超 1,029,511千円

合計 1,439,921千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 357,474千円

１年超 809,594千円

合計 1,167,069千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 156,981千円

減価償却費相当額 146,688千円

支払利息相当額 4,465千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 223,862千円

減価償却費相当額 209,426千円

支払利息相当額 8,205千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 357,151千円

減価償却費相当額 334,651千円

支払利息相当額 10,834千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  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) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  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。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティングリース取引に

係る未経過リース料 

１年内 14,400千円

１年超 255,600千円

合計 270,000千円

２ オペレーティングリース取引に

係る未経過リース料 

１年内 28,800千円

１年超 388,800千円

合計 417,600千円

２ オペレーティングリース取引に

係る未経過リース料 

１年内 28,800千円

１年超 403,200千円

合計 432,000千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年８月20日) 

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８月20日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

前事業年度末(平成17年２月20日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 6,252 11,453 5,200

合計 6,252 11,453 5,200

区分 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 6,252 14,242 7,989

合計 6,252 14,242 7,989

区分 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

株式 6,252 11,769 5,516

合計 6,252 11,769 5,516



(デリバティブ取引関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりま

すが、ヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いておりま

す。 

同左 

  

当期末において全てヘッジ会計が適

用されているため、該当事項はあり

ません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

該当事項はありません。 同左 同左 



(１株当たり情報) 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日) 

１株当たり純資産額 688.75円 714.24円 776.84円 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

68.67円 71.64円 166.93円 

      
潜在株式調整後 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

68.30円 71.38円 166.02円 

  なお、平成16年４月９日付

で普通株式１株に対し普通

株式1.2株の割合をもって

株式分割を行ったため、前

期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合におけ

る前中間会計期間及び前事

業年度の(１株当たり情報)

については、以下のとおり

となります。 

  

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

548.68円 629.31円

１株当たり
中間純利益 

１株当たり
当期純利益 

48.31円 137.42円

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

―円 137.36円

なお、平成17年４月８日付

で普通株式１株に対し普通

株式1.2株の割合をもって

株式分割を行ったため、前

期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定した場合におけ

る前中間会計期間及び前事

業年度の(１株当たり情報)

については、以下のとおり

となります。 

  

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

573.96円 647.37円

１株当たり
中間純利益 

１株当たり
当期純利益 

57.23円 139.11円

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

56.92円 138.35円

当社は、平成17年１月14日

開催の取締役会において、

平成17年２月20日現在の株

主に対し、平成17年４月８

日付でその所有株式数１株

につき1.2株の割合をもっ

て分割することを決議いた

しました。これにより、発

行済株式数は、5,736,638

株増加いたしました。 

なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場

合の前期及び当期における

１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりでありま

す。 

  

前期 当期 

１株当たり
純資産額 

１株当たり
純資産額 

524.43円 647.37円 

１株当たり
当期純利益 

１株当たり
当期純利益 

114.52円 139.11円 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益 

114.47円 138.35円 



(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

  
前中間会計期間

(自 平成16年２月21日 
至 平成16年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成17年２月21日 
至 平成17年８月20日)

前事業年度 
(自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日)

中間損益計算書(損益計算書)
上の中間(当期)純利益(千円) 

1,967,808 2,464,640 4,783,355

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

1,967,808 2,464,640 4,783,355

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ―

普通株式の期中平均株式数
(株) 

28,657,684 34,402,591 28,655,561

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益調整額の 
主要な内訳(千円) 

― ― ―

中間(当期)純利益調整額 
(千円) 

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(株) 

 

 新株予約権 154,084 127,122 156,516

普通株式増加数(株) 154,084 127,122 156,516

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)純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

潜在株式の種類
(新株予約権) 
潜在株式の数 
(35,600株) 

潜在株式の種類
(新株予約権) 
潜在株式の数 
(110,320株) 

潜在株式の種類 
(新株予約権) 
潜在株式の数 
(35,600株) 



(2) 【その他】 

平成17年10月３日開催の取締役会において、平成17年８月20日現在の株主に対して、第50期の中間配当を次のと

おり行うことを決議いたしました。 

 中間配当金総額 344,900千円

 １株当たりの額 10円00銭



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49期) 

自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月20日 

  
平成17年５月18日 
近畿財務局長に提出 

(2) 
  
有価証券届出書(新株予約権証券) 
及びその添付書類 

    
  
平成17年６月16日 
近畿財務局長に提出 

(3) 
  
有価証券届出書の訂正届出書(新株予約権証券) 
平成17年６月16日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書 

  
  
平成17年６月24日 
近畿財務局長に提出 



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16年11月15日

株式会社西松屋チェーン 

取締役会 御中 

  

  

  

  

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」に掲げられている株式会

社西松屋チェーンの平成16年２月21日から平成17年２月20日までの第49期事業年度の中間会計期間(平成16年２月21日か

ら平成16年８月20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、株式会社西松屋チェーンの平成16年８月20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

２月21日から平成16年８月20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関与社員との間には、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 

  
  

監査法人トーマツ 

代表社員
関与社員

  公認会計士  新  免  和  久  ㊞ 

関与社員   公認会計士  多  田  滋  和  ㊞ 

関与社員   公認会計士  中  田     明  ㊞ 

  
(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17年11月17日

株式会社西松屋チェーン 

取締役会 御中 

  

  

  

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」に掲げられている株式会

社西松屋チェーンの平成17年２月21日から平成18年２月20日までの第50期事業年度の中間会計期間(平成17年２月21日か

ら平成17年８月20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、株式会社西松屋チェーンの平成17年８月20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

２月21日から平成17年８月20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 

  
  

監査法人トーマツ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  新  免  和  久  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  田     明  ㊞ 

  
(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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