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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、中間連結会計期間等に係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、関係会社が存在しないため記載しておりません。 

４．第16期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、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ので、記載しておりません。 

 また、第17期以降については、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。 

５．平成16年11月19日付で１株を３株とする株式分割を行っております。 

６．従業員数の（ ）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間換算）の年間平均雇用人員を記載しております。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

平成15年 
７月１日から 
平成15年 
12月31日まで 

平成16年 
７月１日から 
平成16年 
12月31日まで 

平成17年 
７月１日から 
平成17年 
12月31日まで 

平成15年 
７月１日から 
平成16年 
６月30日まで 

平成16年 
７月１日から 
平成17年 
６月30日まで 

売上高 （千円） 4,945,693 5,233,194 5,821,381 9,658,116 10,468,388 

経常利益 （千円） 164,314 62,238 123,573 394,707 316,031 

中間（当期）純利益 （千円） 82,959 16,891 44,030 206,636 156,754 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 515,513 749,263 753,814 749,263 753,814 

発行済株式総数 （株） 5,301 18,903 19,059 6,301 19,059 

純資産額 （千円） 1,538,230 2,235,139 2,380,414 2,268,053 2,384,102 

総資産額 （千円） 5,267,601 5,599,728 6,829,459 4,999,901 5,745,207 

１株当たり純資産額 （円） 290,177.33 118,242.59 124,897.14 358,046.96 124,586.93 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） 15,649.76 893.61 2,310.22 36,472.47 7,754.90 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

（円） － 886.99 － 36,138.96 － 

１株当たり中間（年

間）配当額 
（円） － － － 6,000 2,000 

自己資本比率 （％） 29.2 39.9 34.9 45.4 41.5 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 457,503 346,294 632,428 755,527 421,597 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △412,513 △543,956 △721,763 △548,717 △1,233,761 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 586,194 229,099 446,593 532,278 422,565 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 836,455 975,796 912,018 944,359 554,759 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
155 

(432) 

166 

(423) 

195 

(471) 

165 

(420) 

187 

(451) 



２【事業の内容】 

  当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  なお、従来の家庭用ゲーム事業は、当中間会計期間期首の組織変更にともない、その他の事業としていたゲームセ

ンター「アミューズメントももたろう」３店舗を含め、当中間会計期間より桃太郎事業に名称変更致しました。 

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、（ ）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間換算）の当中間会計期間

の平均雇用人員を記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  平成17年12月31日現在

従業員数（人） 195 (471)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

 当中間会計期間における我が国の経済は、政府広報にて「踊り場脱却」宣言が報告されたように、株式市場の好

調な推移や雇用環境の好転、個人消費の改善など、その回復傾向が顕著に見られました。 

 このような経営環境のもと、スペースクリエイト事業では、フランチャイズ加盟店を含めた新店の出店に注力

し、新たに18店舗を新設するとともに、課題としておりました店舗管理体制の強化に努めました。また、桃太郎事

業では、従来の桃太郎とは一線を画した大型複合店「モモタロウ王国～鬼ヶ島の逆襲～」を新たに出店し、更なる

収益の拡充に努めました。 

 当中間会計期間における全社の売上高は58億21百万円（前年同期比11.2％増）となりました。また、売上高の増

加にともなって経常利益は１億23百万円（同98.5％増）、中間純利益は44百万円（同160.7％増）となり、前中間

会計期間と比較して大幅な増収増益となりました。 

 

各事業部門別の業績は、次のとおりです。 

①スペースクリエイト事業 

 当中間会計期間においては、直営店を新たに４店舗出店し、売上高の更なる拡充に努めました。 

 また、既存店においては、当社の強みである会員制システムから得られる顧客動向を分析・活用することで、店

内サービスの充実や座席稼働率の向上を目的とした店舗リニューアルの実施、季節厳選メニューを中心とした提供

飲食の充実など、客単価の向上並びにリピーターの拡充のための施策を積極的に実施致しました。また、イメージ

キャラクター「キングコング」を前面に押し出したプロモーションや、スクラッチカードを活用した各種キャンペ

ーンの実施により、新規会員の獲得にも努めた結果、直営店の売上高は前中間会計期間と比較して14.3％増となり

ました。  

 フランチャイズ加盟店向けの売上は、14店舗の新規出店や、既存店13店舗のリニューアルにより、ＰＣ端末や什

器等の卸売が増加したことに加え、前述の直営店同様の営業努力によりフランチャイズ既存店の売上高が増加した

ことにともない、ロイヤリティ収入が増加しました。これにより、加盟店向け売上高全体では、前中間会計期間と

比較して45.9％増と好調に推移しました。 

 なお、事業の急速な拡大にともなって、課題としていました店舗管理体制の強化につきましては、平成17年８月

に宮城県仙台市に東北営業所を新設し、全国に広がる店舗網に対して、北海道・東北（宮城県）・首都圏（東京

都）・関西（京都府）・九州（熊本県）の５つの営業所にて管理する体制を構築しました。また、平成17年11月に

は、店舗で使用する什器・備品・消耗品類を管理するための大型物流倉庫を新設し、出店・運営・改装時における

スピードの向上並びに業務の効率化を図りました。 

 以上の結果、当中間会計期間期末の店舗数は、直営38店舗、フランチャイズ加盟店112店舗、チェーン全体では

150店舗となり、総会員数約495万人とより多くのお客様に支持され、業界No.1チェーンとしての地位をより強固な

ものとしました。また、当事業全体の売上高は27億63百万円（前年同期比23.3％増）となりました。 

 

②桃太郎事業 

 主要取扱い商材であるテレビゲームにおいては、『脳を鍛える大人のDS トレーニング』シリーズなどの高年齢

層をターゲットとした話題性の高いタイトルの発売や、平成16年末に発売された『プレイステーション・ポータブ

ル』や、『ニンテンドーＤＳ』などのハードウェアに対するリサイクル商品への需要が高かったものの、据置型ハ

ードウェアの次世代機として期待を集めた『Xbox360』は振るわず、その他全般を通して有力タイトルの発売に恵

まれず、新品の一部商材においては厳しい環境となりました。このような環境下において、当社では主要顧客層の

消費動向を考慮したうえで、ＤＶＤ『ファイナルファンタジーⅦ アドベントチルドレン』の特設コーナーの設置

や、プラモデル、トレーディングカード、中古書籍など、テレビゲーム以外の商材においても積極的な展開を行う

ことで、直営店全体の売上高は、前中間会計期間とほぼ同様の結果となりました。 

 同事業において店舗同様に注力しております、ＥＣ（インターネットによる通信販売）部門は、大手バーチャル

ショッピングモールへの出店をはじめ、リスティング広告の活用、ゲーム情報を配信するオリジナルブログの設置

など、Web特有のプロモーションを積極的に展開することで、ＥＣサイトとしての認知度の向上を図るとともに、

店舗同様にテレビゲーム以外に輸入雑貨をはじめとした女性向け商材等を取り扱うことで、当中間会計期間末にお

ける会員数は約61,000人と順調に増加し、売上高は前中間会計期間と比較して9.5％増となりました。 

 また、当中間会計期間より桃太郎事業に含めましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗は、

テレビゲームショップ「桃太郎」と類似した顧客層をターゲットとするビジネスモデルであり、今後両カテゴリー

のシナジー効果を求めていきます。なお、「アミューズメントももたろう」の当中間会計期間の売上高は、前中間

会計期間と比較して13.3％増と好調に推移しました。 

 以上の結果、フランチャイズ加盟店向けの卸売を含めた当事業全体の売上高は、30億57百万円（前年同期比



2.2％増）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（以下、「資金」という。）は９億12百万円となり、前中間会計

期間末と比較して63百万円減少致しました。 

 

 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） 

 当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は６億32百万円となりました。 

 これは主に、年末商戦に向けた桃太郎事業の商品仕入により、「仕入債務の増加額」が５億57百万円となったこ

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） 

 当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は７億21百万円となりました。 

 これは主に、「スペースクリエイト自遊空間」並びに「モモタロウ王国～鬼ヶ島の逆襲～」等の直営店の新規出

店及び、大型物流倉庫の新設により、「有形固定資産の取得による支出」が６億60百万円となったことによるもの

であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は４億46百万円となりました。 

 これは主に、設備資金として「長期借入による収入」が８億20百万円、「短期借入による収入」が５億50百万円

となった一方で、「長期借入金の返済による支出」が２億58百万円、「短期借入金の返済による支出」が６億50百

万円とな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）商品仕入実績                                        （千円）

 （注）１．上記の商品仕入実績については、すべて桃太郎事業によるものであります。 

２．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、品目別販売実績 

 当中間会計期間の事業部門別、品目別販売実績は、次のとおりであります。           （千円）

 （注）1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 従来、その他の事業に含めておりましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗の売上高 

  は、組織変更にともない、当中間会計期間より桃太郎事業に含めて計上しております。 

品目別 
当中間会計期間 

（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前年同期比（％） 

新品商品 2,015,483 107.8 

リサイクル品その他 418,192 103.8 

合計 2,433,676 107.1 

事業部門別／品目別 
当中間会計期間 

（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前年同期比（％） 

桃太郎事業 3,057,526 102.2 

 

直営店売上 2,610,761 100.6 

 

新品商品                    1,642,662 95.8 

リサイクル品その他                        783,021 109.6 

アミューズメント施設売上 185,078 112.4 

加盟店等に対する売上 446,764 112.3 

 

新品商品 416,817 111.0 

リサイクル品その他 1,101 37.1 

店舗用什器・備品等 15,957 287.5 

ロイヤリティ等 12,887 94.0 

スペースクリエイト事業 2,763,335 123.3 

 

直営店売上 1,825,898 114.3 

加盟店等に対する売上 937,437 145.9 

 
店舗用什器・備品等 806,045 152.0 

ロイヤリティ等 131,392 117.1 

その他の事業 520 80.5 

合計 5,821,381 111.2 



② 事業部門別、地域別販売実績 

 当中間会計期間における事業部門別、地域別販売実績は、次のとおりであります。         (千円) 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．（ ）内の数値は、平成17年12月31日の直営店舗数を示しております。 

３．本部売上は加盟店等に対する売上の合計を記載しております。 

４．従来、その他の事業に含めておりましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗の売上高 

  は、組織変更にともない、当中間会計期間より桃太郎事業に含めて計上しております。 

事業部門別／地域別 
当中間会計期間 

（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前年同期比（％） 

桃太郎事業 3,057,526 (33) 102.2 

 

群馬県       237,500 ( 4) 95.1 

埼玉県   2,199,849 (27) 101.5 

東京都 72,541 ( 1) 92.3 

神奈川県 100,870 ( 1) 102.9 

本部                446,764 112.3 

スペースクリエイト事業 2,763,335 (38) 123.3 

 

北海道 412,568 ( 8) 104.5 

宮城県  18,818 ( 1) － 

福島県 1,552 ( 1) － 

茨城県 93,852 ( 2) 99.9 

栃木県  121,272 ( 3) 87.9 

群馬県  188,464 ( 4) 94.2 

埼玉県 159,023 ( 4) 113.8 

千葉県  73,536 ( 1) 126.5 

東京都 262,384 ( 5) 99.7 

山梨県 63,382 ( 1) 112.2 

静岡県  16,697 ( 1) － 

京都府 63,100 ( 1) 223.7 

大阪府  98,728 ( 2) － 

福岡県 118,552 ( 2) 124.2 

熊本県  82,764 ( 1) 104.9 

宮崎県 51,199 ( 1) 100.3 

本部                937,437  145.9 

その他の事業                    520  80.5 

 本部                    520  80.5 

合計 5,821,381(71)  111.2 



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、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

 当社は、民事再生手続開始決定（東京地方裁判所 平成17年（再）第137号）の発令を受けた株式会社マルカワの

事業再生を目的とした、スポンサー支援に関する合意書を平成17年11月８日に締結致しました。なお、平成18年３月

15日付けで営業譲渡契約を締結致しました。営業譲渡の条件等の詳細については「第５ 経理の状況 中間財務諸表

（1）中間財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 



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いて、経営の効率化を図るため、スペースクリエイト事業において、自遊空間直営店（熊本県

熊本市）の１店舗の閉鎖を行いました。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充についての重要な変更は、次

のとおりであります。 

 桃太郎事業において、出店する予定でありました桃太郎直営店（埼玉県入間郡）については、物件の取得が困

難となりましたことから計画を中止しました。 

 また、スペースクリエイト事業において計画しておりました、自遊空間直営店（未定）は、具体的な出店候補

地が定まったことにより、主な所在地を宮城県仙台市、投資予定金額（総額）を60,000千円、着手及び完了予定

月を（着手）平成17年12月（完了）平成18年１月、増加能力（営業面積㎡）を677.00に変更致しました。 

 （注）上記金額には、消費税は含まれておりません。また、投資予定金額には、敷金が含まれておりません。 

  

(2）当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、拡充について完了したものは、次

のとおりであります。 

(3）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計画は、次のとおりであります。 

  

(4）重要な設備の除却等 

 当中間会計期間において、経営の効率化を図るため下期において、桃太郎事業からスペースクリエイト事業へ

の事業変更のためのリニューアルを１店舗計画しております。 

事業所名（主な所在地） 事業部門別の名称 設備の内容 完了年月 
増加能力 

（営業面積㎡） 

 桃太郎直営店（埼玉県入間市） 桃太郎事業  店舗設備 平成17年７月 1,320.00 

 自遊空間直営店（宮城県仙台市） スペースクリエイト事業  同上 平成17年８月 1,167.00 

 自遊空間直営店（埼玉県熊谷市） 同上 同上 平成17年９月 827.00 

 自遊空間直営店（静岡県浜松市） 同上 同上 平成17年10月 610.00 

 自遊空間直営店（福島県福島市） 同上 同上 平成17年12月 896.00 

 物流倉庫（埼玉県日高市） 同上 倉庫設備 平成17年10月 2,300.00 

事業所名 

(主な所在地) 

事業部門別の 

名称 
設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法

着手及び完了予定年月 
増加能力 

(営業面積㎡)総額 

(千円) 

既支払額 

(千円) 
着手 完了 

 物流倉庫 

（埼玉県日高市） 

スペースクリ

エイト事業 
土地 173,000 － 

自己資金及び

借入金  
平成18年４月 平成18年６月 3,174.00



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】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 63,600 

計 63,600 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年３月24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 19,059 19,059 ジャスダック証券取引所 － 

計 19,059 19,059 － － 

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７月１日～

平成17年12月31日 
－ 19,059 － 753,814 － 792,059 



(4）【大株主の状況】 

  平成17年12月31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（％） 

株式会社インテンド 埼玉県狭山市東三ツ木102－122 6,030 31.63 

田中 千一 埼玉県狭山市東三ツ木102－122 1,881 9.86 

田中 久江 埼玉県狭山市東三ツ木102－122 1,698 8.90 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

（常任代理人 ゴールドマン・

サックス証券会社 東京支店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 

（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ

森タワー） 

509 2.67 

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2-11-3 422 2.21 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 312 1.63 

日本トラステイ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 297 1.55 

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1-8-12 晴海アイランド

トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 
200 1.04 

STATE STREET BANK AND TRUS

T COMPANY 505025（常任代理

人 みずほコーポレート銀行

兜町証券決済業務室） 

351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A 

（東京都中央区日本橋兜町6-7） 
190 0.99 

ランシステム従業員持株会 埼玉県狭山市狭山台4-27-38 168 0.88 

計 － 11,707 61.42 



(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】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

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の役員の異動 

(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 

 該当事項はありません。 

  平成17年12月31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 19,059 19,059 

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 

端株 － － － 

発行済株式総数 19,059 － － 

総株主の議決権 － 19,059 － 

  平成17年12月31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７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（千円） 345,000 334,000 317,000 300,000 336,000 332,000 

最低（千円） 300,000 276,000 289,000 288,000 290,000 307,000 



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７月１日から平成16年12月31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７月１日から平成16年12月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人

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 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を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12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年６月30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 ※２ 1,258,018   1,194,254 836,989   

２．売掛金   170,593   254,134 293,243   

３．たな卸資産   729,716   1,006,124 735,387   

４．その他 ※３ 139,776   184,734 151,100   

貸倒引当金   △981   △2,353 △1,709   

流動資産合計   2,297,122 41.0 2,636,893 38.6   2,015,012 35.1

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物 ※２ 836,908   1,191,932 844,742   

(2）工具器具備
品 

  653,644   759,863 588,471   

(3）土地 ※２ 453,306   641,829 641,829   

(4）その他   36,197   87,025 175,500   

有形固定資産
合計 

  1,980,056 35.4 2,680,652 39.3   2,250,544 39.2

２．無形固定資産   36,140 0.6 34,036 0.5   34,225 0.6

３．投資その他の
資産 

        

(1）敷金   612,659   699,920 666,755   

(2）前払年金費
用 

  24,899   37,592 23,242   

(3）賃貸用固定
資産 

※２ 237,244   230,983 233,936   

(4）その他   417,565   510,656 527,876   

貸倒引当金   △5,961   △1,276 △6,385   

投資その他の
資産合計 

  1,286,407 23.0 1,477,877 21.6   1,445,425 25.1

固定資産合計   3,302,605 59.0 4,192,566 61.4   3,730,195 64.9

資産合計   5,599,728 100.0 6,829,459 100.0   5,745,207 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年６月30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   688,277   883,797 326,365   

２．短期借入金 ※２ 500,000   500,000 600,000   

３．１年以内返済
予定長期借入
金 

※２ 452,336   882,490 422,444   

４．１年以内償還
予定社債 

  32,000   640,000 156,000   

５．未払法人税等   38,846   56,941 69,770   

６．その他   277,469   492,240 406,362   

流動負債合計   1,988,930 35.5 3,455,469 50.6   1,980,942 34.5

Ⅱ 固定負債         

１．社債   640,000   － 500,000   

２．長期借入金 ※２ 629,237   861,776 760,213   

３．役員退職慰労
引当金 

  47,400   55,200 51,200   

４．その他   59,020   76,600 68,750   

固定負債合計   1,375,657 24.6 993,576 14.5   1,380,163 24.0

負債合計   3,364,588 60.1 4,449,045 65.1   3,361,105 58.5

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   749,263 13.4 753,814 11.0   753,814 13.1

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金   787,509   792,059 792,059   

資本剰余金合計   787,509 14.0 792,059 11.7   792,059 13.8

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金   7,650   7,650 7,650   

２．任意積立金   300,000   300,000 300,000   

３．中間（当期）
未処分利益 

  390,715   526,890 530,577   

利益剰余金合計   698,365 12.5 834,540 12.2   838,228 14.6

資本合計   2,235,139 39.9 2,380,414 34.9   2,384,102 41.5

負債資本合計   5,599,728 100.0 6,829,459 100.0   5,745,207 100.0 

          



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度の要約損益計算書 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

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   5,233,194 100.0 5,821,381 100.0   10,468,388 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,157,471 79.5 4,575,910 78.6   8,135,388 77.7

売上総利益   1,075,722 20.5 1,245,471 21.4   2,332,999 22.3

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

  1,016,580 19.4 1,141,167 19.6   2,031,925 19.4

営業利益   59,142 1.1 104,304 1.8   301,074 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 41,459 0.7 80,474 1.4   95,701 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 38,363 0.7 61,204 1.1   80,743 0.8

経常利益   62,238 1.1 123,573 2.1   316,031 3.0

Ⅵ 特別利益   530 0.0 476 0.0   726 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３ 12,970 0.2 30,726 0.5   17,242 0.1

税引前中間
（当期）純利
益 

  49,797 0.9 93,323 1.6   299,515 2.9

法人税、住民
税及び事業税 

  30,786   48,347 155,917   

法人税等調整
額 

  2,118 32,905 0.6 946 49,293 0.8 △13,156 142,761 1.4

中間（当期）
純利益 

  16,891 0.3 44,030 0.8   156,754 1.5

前期繰越利益   373,823 482,859   373,823 

中間（当期）
未処分利益 

  390,715 526,890   530,577 

          



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 

（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

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   49,797 93,323 299,515 

減価償却費   210,893 240,564 465,142 

役員退職慰労引当金の増加額   3,800 4,000 7,600 

貸倒引当金の増加額（△減少
額） 

  4,677 △4,464 5,828 

長期貸付金等の地代家賃相殺
額 

  － 14,483 25,033 

受取利息及び受取配当金   △1,656 △2,617 △3,448 

支払利息   14,853 16,047 29,512 

有形固定資産除却損   12,555 3,311 16,326 

店舗退店損失    － 26,422 － 

売上債権の減少額（△増加
額） 

  △48,571 39,109 △171,221 

たな卸資産の減少額（△増加
額） 

  △105,170 △273,117 △110,692 

仕入債務の増加額（△減少
額） 

  454,325 557,432 92,413 

その他   △73,489 31,716 51,318 

小計   522,014 746,213 707,329 

利息及び配当金の受取額   498 413 655 

利息の支払額   △14,911 △14,903 △30,872 

法人税等の支払額   △161,307 △99,295 △255,514 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  346,294 632,428 421,597 

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 

  △445,219 △660,782 △967,512 

有形固定資産の売却による収
入 

  2,997 1,713 4,256 

無形固定資産の取得による支
出 

  △144 △1,529 △3,054 

敷金の増加による支出   △2,310 △23,307 △21,867 

敷金の減少による収入   4,592 24 4,760 

店舗賃借仮勘定の増加による
支出 

  △104,931 △36,300 △226,931 

その他   1,059 △1,582 △23,413 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △543,956 △721,763 △1,233,761 

 



    
前中間会計期間 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 

（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

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 

        

短期借入れによる収入   550,000 550,000 500,000 

短期借入金の返済による支出   △166,000 △650,000 △16,000 

長期借入れによる収入   500,000 820,000 880,000 

長期借入金の返済による支出   △303,320 △258,391 △582,236 

社債の償還による支出   △316,000 △16,000 △332,000 

株式の発行による収入   － － 9,100 

配当金の支払額   △35,580 984 △36,299 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  229,099 446,593 422,565 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   31,436 357,259 △389,599 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   944,359 554,759 944,359 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  975,796 912,018 554,759 

          



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 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  

(1）商品 

 移動平均法による原価法 

(1）商品 

同左 

(1）商品 

同左 

    

  

  

(2) 製品 

移動平均法による原価法 

(2) 製品 

同左 

    

  

  

(3) 原材料  

移動平均法による原価法  

(3) 原材料   

同左 

  (2) 貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

 ただし、食材については最

終仕入原価法 

(4) 貯蔵品  

同左 

(4) 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       ３～39年 

工具器具備品   ２～20年 

(1）有形固定資産・賃貸用固定資

産 

  定率法 

 ただし、平成17年７月１日

以降取得した建物(建物附属

設備は除く)については定額

法 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物       ３～39年 

工具器具備品   ２～20年 

  

(会計方針の変更）  

 従来、建物の減価償却方法

に定率法を採用しておりまし

たが、平成17年７月１日以降

取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法

を採用することとしました。 

 これは、平成10年度の法人

税法の改正に伴うものであ

り、当該改正以降、当事業年

度において初めて建物を取得

したものであります。  

 この変更に伴う影響額は軽

微であります。  

 また、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。これによる損益に与え

る影響はありません。  

(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       ３～39年  

工具器具備品   ２～20年 

  

  

  

  (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 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

    

  

  

  

  

(3)賃貸用固定資産  

  定率法  

３．繰延資産の処理方法      新株発行費  

 ─────    ─────    支出時に全額費用として処理

しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

４．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）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務の見込額（簡便

法）及び年金資産に基づき、前

払年金費用を計上しておりま

す。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）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（簡便法）及び年金

資産に基づき、前払年金費用を

計上しております。 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(3）役員退職慰労引当金 

同左 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

  

５．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 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

  

 ─────  

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…金利スワップ 

   ヘッジ対象…借入金の利息  

  (3）ヘッジ方針 

 ヘッジ対象の範囲内で借入金

の金利変動リスクをヘッジする

手段として金利スワップ取引の

みを利用することとしておりま

す。 

  

  

(3）ヘッジ方針 

 ヘッジ対象の範囲内で借入金

の金利変動リスクをヘッジする

手段として金利スワップ取引の

みを利用することとしておりま

す。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特

例処理が認められる条件をすべ

て満たしているため、その判定

をもって有効性の判定に代えて

おります。 

  

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特 

例処理が認められる条件をすべ

て満たしているため、その判定

をもって有効性の判定に代えて

おります。 

７．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

か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 同左 

８．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 



表示方法の変更 

（キャッシュ・フロー計算書） 

  

追加情報 

前中間会計期間 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

  

           ────── 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付金等

の地代家賃相殺額」は、従来「その他」に含めて表示し

ていましたが、金額の重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている

「長期貸付金等の地代家賃相殺額」は11,664千円であり

ます。   

  

前中間会計期間 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

「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。 

この結果、販売費及び一般管理費が

8,188千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、8,188千

円減少しております。       

─────  「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、当期から「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。 

この結果、販売費及び一般管理費が

17,593千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前純利益が、17,593千

円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却

累計額 
1,640,124千円        2,050,260千円         1,863,246千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（イ）担保に供している資産 

      

現金及び預金 

建物 

土地 

賃貸用固定資産 

計 

180,216千円

181,284 

453,306 

237,244 

1,052,052 

  180,228千円

 325,554    

 641,829    

225,912    

1,373,525 

 180,222千円

173,837 

641,829 

233,936 

1,229,825 

（ロ）上記に対応する債務       

被保証債務 

短期借入金 

長期借入金 

（１年以内返済予

定の長期借入金を

含む） 

計 

145,092千円

262,770 

802,226 

1,210,088 

   217,608千円

237,461 

1,115,159 

1,570,228 

 187,393千円

295,950 

857,250 

1,340,593 

   上記（イ）担保に供している資

産のうち、現金及び預金20,128千

円、建物3,202千円及び土地

35,200千円は、銀行との当座借越

契約（極度額100,000千円）の担

保に供しております。この借越額

は通常短期借入金に含めておりま

すが、当中間会計期間末現在にお

ける借入残高はありません。 

           ─────  上記（イ）担保に供している資

産のうち、現金及び預金20,128千

円、建物2,963千円及び土地

35,200千円は、銀行との当座借越

契約（極度額100,000千円）の担

保に供しております。この借越額

は通常短期借入金に含めておりま

すが、当期末現在における借入残

高はありません。  

※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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

※１．営業外収益のうち重要

なもの 

      

受取利息 

受取配当金 

賃貸用固定資産収入 

販売手数料収入 

1,282千円

374 

18,690 

12,579 

2,299千円

318 

39,559 

32,826 

3,072千円

375 

42,773 

26,882 

※２．営業外費用のうち重要

なもの 

      

支払利息 

賃貸用固定資産原価 

14,853千円

20,636 

    16,047千円

41,926 

24,416千円

46,432 

※３．特別損失のうち重要な

もの 

      

固定資産除却損 

  

  

店舗退店損失 

建物 4,004千円

工具器具備品 8,551 

  12,555 

     －   

   

工具器具備品  3,311千円

   3,311 

   26,422 

建物    4,004千円

工具器具備品      12,322 

      16,326   

     －   

４．減価償却実施額       

有形固定資産 

無形固定資産 

賃貸用固定資産 

202,929千円

4,655 

3,308 

232,800千円

     4,811 

     2,952 

   449,194千円

     9,330 

     6,617 

前中間会計期間 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

 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 

  （平成16年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,258,018千円

預入期間が３か月を越える

定期預金 
△102,004  

担保提供定期預金 △180,216  

現金及び現金同等物 975,796  

  （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,194,254千円

預入期間が３か月を越える

定期預金 
△102,007  

担保提供定期預金 △180,228  

現金及び現金同等物 912,018  

 （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 836,989千円

預入期間が３か月を越える

定期預金 
△102,007  

担保提供定期預金 △180,222  

現金及び現金同等物 554,759  



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

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) 

その他（有
形固定資
産） 

15,705 12,657 3,047 

合計 15,705 12,657 3,047 

  

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) 

その他（有
形固定資
産） 

5,561 5,105 456

合計 5,561 5,105 456

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) 

その他（有
形固定資
産） 

12,803 11,382 1,421

合計 12,803 11,382 1,421

（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。 

（注）   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 2,591千円

１年超 456 

合計 3,047 

１年内     456千円

１年超 － 

合計 456 

１年内     1,421千円

１年超 － 

合計 1,421 

（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。 

（注）   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 5,786千円

減価償却費相当額 5,786 

支払リース料      964千円

減価償却費相当額 964 

支払リース料       7,338千円

減価償却費相当額 7,338 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 245千円

１年超 － 

合計 245 

１年内    1,677千円

１年超 1,957 

合計 3,634 

１年内     1,677千円

１年超 2,656 

合計 4,333 



（有価証券関係） 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

   当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

 デリバティブ取引については、す

べてヘッジ会計を適用して処理して

おりますので、該当事項はありませ

ん。 

  当社はデリバティブ取引を行って

おりませんので該当事項はありませ

ん。 

  デリバティブ取引については、す

べてヘッジ会計を適用して処理して

おりますので、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 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前事業年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

１株当たり純資産額 118,242円59銭

１株当たり中間純利

益金額 
893円61銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

886円99銭

１株当たり純資産額 124,897円14銭

１株当たり中間純利

益金額 
  2,310円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

中間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株当たり純資産額  124,586円93銭

１株当たり当期純利

益金額 
7,754円90銭

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。 

 

 当社は、平成16年11月19日付で株

式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。 

 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１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

①１株当たり純資産

額 

①１株当たり純資産

額  

96,725円78銭 119,348円99銭

②１株当たり中間純

利益金額 

②１株当たり当期純

利益金額      

5,216円59銭 12,157円49銭

  

③潜在株式調整後１

株当たり当期純利益

金額 

 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、新株予約権の残

高がありますが、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

ませんので、記載し

ておりません。  

12,120円21銭

      ──────       ────── 

項目 
前中間会計期間 

(平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで)

当中間会計期間 
(平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで)

前事業年度 
(平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

 中間（当期）純利益（千円） 16,891 44,030 156,754 

 普通株主に帰属しない金額（千円）         －                － 9,600 

  （うち利益処分による役員賞与金）       （－）             （－） (9,600) 

 普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
16,891 44,030 147,154 

 普通株式の期中平均株式数（株） 18,903 19,059 18,976 

        

 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）        141                －                － 

 （うち新株予約権）       （141）               (－)               (－) 

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

算定に含めなかった潜在株式の概要 

 ─────  ─────  ───── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（平成16年７月１日から 
平成16年12月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成17年７月１日から 
平成17年12月31日まで） 

前会計年度 
（平成16年７月１日から 
平成17年６月30日まで） 

      ──────     当社は、民事再生手続中（東京地方

裁判所 平成17年（再）第137号）の株

式会社マルカワとの間で平成17年11月

８日付けで締結した「基本合意書」に

基づき、当該事業の受皿会社として平

成18年２月28日付けで100％子会社を設

立し、営業譲受資金として３月10日付

けで株式会社埼玉りそな銀行及び株式

会社みずほ銀行からそれぞれ７億円を

当座貸越契約にて借り入れた上で、３

月15日付けで営業譲受に関する契約を

締結いたしました。 

  

１．新会社の名称  

    株式会社グローバルファクトリー 

２．事業内容   

    ジーンズ・カジュアル販売事業、 

  複合カフェ事業、不動産賃貸事業 

３．資本金 10百万円 

４．営業譲受の目的  

  当社は、営業譲受による再生支援 

 を通して次のシナジー効果を見込ん 

  でおります。 

 (1)株式会社マルカワが所有している

  不動産物件を活用し、当社が経営す

  る複合カフェ「スペースクリエイト

  自遊空間」に業態転換することで、

  スピーディな店舗網の拡大を図ると

  ともに、当該商圏への競合他社から

  の参入障壁をたてる。 

 (2)古着・雑貨など取扱商材が多様化

  している当社の桃太郎事業と、株式

  会社マルカワが展開しているジーン

  ズ・カジュアル販売事業との間で、

  ノウハウの相互共有を行い販売・収

  益力の向上を図る。 

 (3)その他、当社と株式会社マルカワ

  との間で人材交流を深めることによ

  り、店舗開発や人材教育、広告宣伝

  活動などにおいてシナジー効果を図

  る。 

５．譲り受ける相手会社の名称  

  株式会社マルカワ 

６．譲り受ける事業の内容   

  ジーンズ・カジュアル販売事業、 

  複合カフェ事業、不動産賃貸事業 

７．譲受対価の額 13億88百万円 

８．譲受の時期 平成18年３月16日 

  

────── 



(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）有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年９月１日関東財務局長に提出。 

事業年度（第16期）（自 平成15年７月１日 至 平成16年６月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。 

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第17期）（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日）平成17年９月28日関東財務局長に提出。 

(3）臨時報告書 

平成18年３月15日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号の規定に基づく臨時報告書であります。 



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３月24日 

株式会社ランシステム  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 寺山 昌文  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中島 茂喜  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」に掲げられている株式会

社ランシステムの平成16年７月１日から平成17年６月30日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成16年７月１日から

平成16年12月31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、株式会社ランシステムの平成16年12月31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７月

１日から平成16年12月31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３月17日 

株式会社ランシステム  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 寺山 昌文  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中島 茂喜  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」に掲げられている株式会

社ランシステムの平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第18期事業年度の中間会計期間（平成17年７月１日から

平成17年12月31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、株式会社ランシステムの平成17年12月31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７月

１日から平成17年12月31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。 

  

 追記情報 

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年２月28日に重要な子会社を設立し、平成18年３月10日に多

 額の資金の借入を行うとともに、平成18年３月15日に営業譲受に関する契約を締結している。 

 

 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、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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