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１．18 年４月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30日） 

  当社は平成18年６月に大阪証券取引所に上場しており、前中間期にかかる開示を行っておりませんので、前中間期

数値及び対前期増減率の記載を行っておりません。 

(1)経営成績                           (注)記載金額の百万円未満を切り捨てて表示しております。 

売上高 営業利益 経常利益
　　　　  百万円   ％ 　　　  　百万円   ％ 　　　  　百万円   ％

18年4月中間期 　　   43,456　（─）         769   （─）   　    784 　（─）
17年4月中間期 　   　　─　　（─） 　  　  ─　  （─）     　　─　  （─）
(参考)17 年10月期        76,494         1,705         1,734  

 

　　　　  百万円   ％ 　 　　 円       銭 　　 　　 円       銭
18年4月中間期 　   　 453 　（─）        68       69 ─
17年4月中間期 　      ─　　（─） ─ ─
(参考)17 年10月期         1,004       152       22 ─

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益

 
(注)1.期中平均株式数    18年4月中間期 6,600千株   17年4月中間期 －千株   17年10月期6,600千株 

2.会計処理の方法の変更  有   
 
(2)配当状況  

        円　   銭         円　   銭
18年4月中間期 ─ ─
17年4月中間期 ─ ─
(参考)17 年10月期 ─ ─

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

 
 

(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

18年4月中間期        13,454      2,915 21.7     441　   68
17年4月中間期 　　     ─　 ─ ─ ─
(参考)17 年10月期        12,146      2,461 20.3     373     00  

(注)1.期末発行済株式数 18年4月中間期 6,600千株   17年4月中間期 －   千株   17年10月期6,600千株 

   2. 期末自己株式数   18年4月中間期 2,200千株   17年4月中間期 －   千株   17年10月期2,200千株  

 
 
 

２．18 年 10 月期の業績予想（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18年 10 月 31 日） 

期末

　　　百万円 　　　百万円 　　　百万円 　　円　銭 　　円　銭
通期 　　98,000      2,240      1,299   30  00   30  00

1株当たり年間配当金
売上高 経常利益 当期純利益

 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  155 円 38 銭 
※１株当たり予想当期純利益(通期)は、新規上場に際しての自己株式売出数1,760千株を含めた期末予定発行済株式数（自己

株式440千株除く）8,360千株により算出しております。 
(注)業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、

今後様々 な要因によって予想値とは異なることがあります。上記予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の８頁をご参照

ください。 



１．中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

  当中間会計期間末 
（平成18年4月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  5,618,114 4,586,264 

２．売掛金  3,978,348 3,547,774 

３．たな卸資産  2,323,911 2,490,326 

４．その他  111,602 219,195 

貸倒引当金  △13,658 △10,821 

流動資産合計  12,018,318 89.3  10,832,740 89.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 783,968 743,272 

２．無形固定資産  83,994 47,155 

３．投資その他の資産  569,031 523,715 

貸倒引当金  △450  △340 

投資その他の資産合計  568,581 523,374 

 固定資産合計  1,436,544 10.7  1,313,803 10.8

 資産合計  13,454,862 100.0  12,146,543 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  7,223,038 6,384,414 

２．賞与引当金  6,999 19,682 

３．その他  574,468 698,903 

流動負債合計  7,804,506 58.0  7,102,999 58.5

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  31,700 28,800 

２．預り保証金  2,655,850 2,502,750 

３．その他  47,687 50,213 

固定負債合計  2,735,237 20.3  2,581,763 21.2

負債合計  10,539,743 78.3  9,684,763 79.7

 

－  － 
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  当中間会計期間末 
（平成18年4月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  64,000 0.5  64,000 0.5

Ⅱ 利益剰余金   

１．利益準備金  10,000 10,000 

２．任意積立金  30,865 28,616 

３．中間（当期）未処分
利益  2,986,253 2,535,163 

 利益剰余金合計  3,027,119 22.5  2,573,780 21.2

Ⅲ 自己株式  △176,000 △1.3  △176,000 △1.4

資本合計  2,915,119 21.7  2,461,780 20.3

負債資本合計  13,454,862 100.0  12,146,543 100.0

   
 
 
 

－  － 
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 (2)中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高  43,456,365 100.0  76,494,429 100.0

Ⅱ 売上原価  41,840,853 96.3  73,025,225 95.5

売上総利益  1,615,512 3.7  3,469,203 4.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  845,831 1.9  1,763,429 2.3

営業利益  769,681 1.8  1,705,774 2.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 28,053 0.0  49,971 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 13,514 0.0  21,364 0.0

経常利益  784,220 1.8  1,734,381 2.3

Ⅵ 特別損失  3,299 0.0  5,631 0.0

税引前中間（当期）純
利益  780,921 1.8  1,728,750 2.3

法人税、住民税及び事
業税  309,671 736,372 

法人税等調整額  17,910 327,581 0.8 △12,270 724,101 1.0

中間（当期）純利益  453,339 1.0  1,004,648 1.3

前期繰越利益  2,532,914  1,530,514

中間（当期）未処分利
益  2,986,253  2,535,163

   
 

 

－  － 
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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 
当中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同 左 

 (2）たな卸資産 

イ 商品 

個別法による原価法によってお

ります。 

ロ 直営店舗の商品 

売価還元法による原価法によって

おります。 

ハ 貯蔵品 

最終仕入原価法によっております。

(2)たな卸資産 

イ 商品 

同 左 

 

ロ 直営店舗の商品 

同 左 

 

ハ 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 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物     10年～39年 

器具及び備品 ４年～20年 

 

(1）有形固定資産 

同 左 

 

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（5年）による定額法によ

っております。 

(2）無形固定資産 

同 左 

 

 

－  － 
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項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

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、回収不能見込額を計上し

ております。 

 

(2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当中間期

の負担額を計上しております。  

 

(3) 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

務を計上しております。 

なお退職給付引当金の対象従業員

が300名未満であるため、簡便法によ

っており、退職給付債務の金額は中間

会計期間末自己都合要支給額として

おります。 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

 

(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を

計上しております。 

なお退職給付引当金の対象従業員

が300名未満であるため、簡便法によ

っており、退職給付債務の金額は事

業年度末自己都合要支給額としてお

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 

 

５．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

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 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 

至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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。 

                 

 

－  － 

 

5



追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年

11月29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。 

                 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度末 
（平成17年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

544,762千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

500,964千円 

 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基づく当中

間会計期間末の借入実行残高は次のとおりであり

ます。 

 

  当座貸越極度額及び貸出           

  コミットメントの総額       3,000,000千円 

  借入実行残高              ―      

  差引額              3,000,000千円 

 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基づく当事

業年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

 

 

当座貸越極度額及び貸出       

     コミットメントの総額        500,000千円 

借入実行残高              ─       

差引額                500,000千円 

 

 

 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息     859千円 

賃貸収入    18,906千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息    1,288千円 

賃貸収入    34,496千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

賃貸収入原価  8,816千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

賃貸収入原価  16,856千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産  54,933千円 

無形固定資産  7,870千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 125,470千円 

無形固定資産  19,007千円 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．注記を行う必要のあるリース物件の当中間期末残高

相当額はありません。 

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 

 

 

   （単位：千円）

 無形固定 

資産 

 

計 

取得価額相当額 17,928 17,928

減価償却累計額相当額 17,031 17,031

期末残高相当額   896   896 

 (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．注記を行う必要のあるリース物件の未経過リース料

当中間期末残高相当額はありません。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

   
 

 
  １年内                 896千円 

  １年超                －千円 

  合 計                896千円 

 (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 
 
  支払リース料              896千円 

  減価償却費相当額           896千円 

 
支払リース料            5,938千円 

  減価償却費相当額          5,938千円 
   

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

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。 

  

 

 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

 当中間会計期間（自 平成 17 年 11 月１日 至 平成 18 年４月 30 日）及び前事業年度（自 平成 16 年 11

月１日 至 平成 17 年 10 月 31 日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

 

（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

当社株式は、平成18年６月８日に株式会社大阪証券取引

所市場第二部に上場いたしました。上場にあたり、平成18

年５月８日及び平成18年５月19日開催の取締役会決議に

より、下記のとおり売出し(一部自己株式の処分を伴う)を

行いました。 

  

 売出しの概要は以下のとおりであります。 

① 売出しの方法      ：一般募集 

              （ブックビルディング方式

による売出し） 

② 売出した株式の数      ：普通株式 2,024,000株 

  株式会社神戸物産；1,760,000株 

               沼田昭二； 264,000株 

 ③ 売出価格        ：１株につき 5,050円 

   一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額        ：１株につき 4,736円90銭

   売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。 

⑤ 引受価額の総額     ：9,587,485千円 

うち、当社保有の自己株

式の処分、売出し分

8,336,944千円 

⑥ 払込期日        ：平成18年６月７日 

⑦ 受渡期日       ：平成18年６月８日 

⑧ 資金使途       ：設備投資資金 
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