
 

平成18年10月期 個別中間財務諸表の概要  
平成18年6月22日

会社名 株式会社 マリンポリス 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 ３３３９ 本社所在都道府県 岡山県

(URL　http://www.marinepolis.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 山野井 啓雄

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長

 氏名 高橋 昭夫 ＴＥＬ　　（０８６）２４５－２４４４

決算取締役会開催日 平成18年6月22日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．平成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）

(1）経営成績 （注）記載金額は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 4,955 (△2.6) 27 (△64.2) 40 (△54.3)

17年4月中間期 5,085 (　0.9) 77 (△65.5) 89 (△61.7)

17年10月期 10,291 278 295

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年4月中間期 △384 (　　－) △91 67

17年4月中間期 26 (△80.6) 6 26

17年10月期 92 21 97

（注）①期中平均株式数 18年4月中間期 4,196,691株 17年4月中間期 4,189,000株 　17年10月期 4,189,000株

②会計処理の方法の変更 　　無

③売上高、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であります。

(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

18年4月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年4月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年10月期 　　　　―――――― 10 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 5,754 1,397 24.3 331 73

17年4月中間期 6,005 1,739 29.0 415 14

17年10月期 4,845 1,804 37.2 430 85

（注）①期末発行済株式数 18年4月中間期 4,211,820株 17年4月中間期 4,189,000株 　17年10月期 4,189,000株

②期末自己株式数 18年4月中間期 0株 17年4月中間期 0株 　17年10月期 0株

２．平成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）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 10,317  152  △464  10 00 10 00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△110円21銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の連-5ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年４月30日）
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
構成比
（％）

金額
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  1,552,911   1,381,970   661,963   

２．受取手形  5,136   5,700   4,541   

３．売掛金  35,754   78,413   49,699   

４．たな卸資産  97,707   82,678   74,125   

５．その他  197,815   356,747   207,593   

貸倒引当金  △250   △2,850   △800   

流動資産合計   1,889,075 31.5  1,902,661 33.1  997,123 20.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 1,512,000   1,392,744   1,446,869   

(2）機械装置 ※１ 370,192   430,412   331,648   

(3）土地 ※２ 374,472   174,472   374,472   

(4）その他 ※１ 471,242   447,850   394,082   

有形固定資産合計  2,727,907   2,445,480   2,547,072   

２．無形固定資産  61,203   65,779   50,685   

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  849,048   761,315   774,415   

(2）その他  484,021   589,410   489,399   

貸倒引当金  △6,019   △9,797   △13,539   

投資その他の資産合計  1,327,050   1,340,928   1,250,275   

固定資産合計   4,116,160 68.5  3,852,188 66.9  3,848,034 79.4

資産合計   6,005,236 100.0  5,754,849 100.0  4,845,157 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年４月30日）
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
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  －   8,956   －   

２．買掛金  799,582   957,552   439,265   

３．短期借入金  220,000   －   110,000   

４．１年以内返済予定長期借入
金

 767,203   846,664   710,084   

５．未払金  429,104   465,560   344,601   

６．未払法人税等  57,000   26,000   45,000   

７．賞与引当金  62,000   66,743   74,470   

８．その他 ※３ 328,971   316,905   122,429   

流動負債合計   2,663,861 44.3  2,688,381 46.7  1,845,849 38.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  1,409,814   1,466,674   967,240   

２．役員退職慰労引当金  94,967   94,657   101,162   

３．その他  97,590   107,963   126,078   

固定負債合計   1,602,371 26.7  1,669,294 29.0  1,194,480 24.7

負債合計   4,266,232 71.0  4,357,676 75.7  3,040,330 62.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   572,405 9.6  572,405 9.9  572,405 11.8

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  600,492   600,789   600,492   

２．その他資本剰余金  －   15,490   －   

資本剰余金合計   600,492 10.0  616,280 10.7  600,492 12.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  10,900   10,900   10,900   

２．任意積立金  450,000   450,000   450,000   

３．中間（当期）未処分利益又
は中間未処理損失（△）

 105,206   △252,411   171,029   

利益剰余金合計   566,106 9.4  208,488 3.7  631,929 13.0

資本合計   1,739,003 29.0  1,397,173 24.3  1,804,827 37.2

負債資本合計   6,005,236 100.0  5,754,849 100.0  4,845,157 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,085,276 100.0  4,955,113 100.0  10,291,121 100.0

Ⅱ　売上原価   2,218,099 43.6  2,163,029 43.7  4,448,578 43.2

売上総利益   2,867,176 56.4  2,792,083 56.3  5,842,542 56.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,789,522 54.9  2,764,315 55.7  5,564,363 54.1

営業利益   77,653 1.5  27,768 0.6  278,179 2.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  42,129 0.9  56,079 1.1  88,964 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,626 0.6  43,116 0.9  71,605 0.7

経常利益   89,157 1.8  40,731 0.8  295,537 2.9

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  1,198 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  13,338 0.3  535,241 10.8  71,735 0.7

税引前中間（当期）純利益
又は税引前中間純損失
（△）

  75,818 1.5  △493,311 △10.0  223,801 2.2

法人税、住民税及び事業税  46,601   16,413   159,760   

法人税等調整額  3,000 49,601 1.0 △125,000 △108,586 △2.2 △28,000 131,760 1.3

中間（当期）純利益又は中
間純損失（△）

  26,217 0.5  △384,725 △7.8  92,040 0.9

前期繰越利益   78,989   129,139   78,989  

合併による未処分利益受入
額

  －   3,173   －  

中間（当期）未処分利益又
は中間未処理損失

  105,206   △252,411   171,029  
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

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

有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

有価証券

子会社株式

同左

有価証券

子会社株式

同左

 たな卸資産

食材

最終仕入原価法

たな卸資産

食材

同左

たな卸資産

食材

同左

 貯蔵品

店舗保管

最終仕入原価法

貯蔵品

店舗保管

同左

貯蔵品

店舗保管

同左

 本部保管

移動平均法による原価法

本部保管

同左

本部保管

同左

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は、建物15

年～31年であります。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

 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）に基づいておりま

す。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 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、取立不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度

負担額を計上しております。

 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

　役員の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．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

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。これにより税引前中

間純利益は498,466千円減少しておりま

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11月１日
至　平成17年４月30日）

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）

（法人事業税の外形標準課税）

「地方税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

以降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

一般管理費として処理しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

9,500千円増加し、営業利益及び経常利

益並びに税引前中間純利益は同額減少

しております。

 ――――――――――――― （法人事業税の外形標準課税）

「地方税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

以降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

として処理しております。この結果、

販売費及び一般管理費が20,000千円増

加し、営業利益及び経常利益並びに税

引前当期純利益は同額減少しておりま

す。

個－7



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

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は、

1,874,494千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,148,285千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,065,828千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

(イ)担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(イ)担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(イ)担保に供している資産

建物 16,342千円

土地 298,038千円

計 314,381千円

土地 115,573千円

計 115,573千円

建物 15,673千円

土地 298,038千円

計 313,711千円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む）
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む）
 

計 350,000千円

長期借入金 350,000千円

（１年以内返済予定

長期借入金を含む）
 

計 350,000千円

※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、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※３．消費税等の取扱い

同左

※３．　 ――――――――――――――

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,940千円

賃貸料収入 13,992千円

自動販売機収入 10,757千円

販売協賛金収入 6,472千円

上場祝金収入 5,350千円

受取利息 4,357千円

賃貸料収入 18,592千円

自動販売機収入 11,130千円

加盟店違約金収入 8,000千円

販売協賛金収入 5,681千円

受取利息 5,469千円

為替差益 4,258千円

賃貸料収入 27,984千円

自動販売機収入 21,842千円

販売協賛金収入 9,585千円

移転補償金収入 9,000千円

上場祝金収入 5,350千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 15,493千円

賃貸原価 15,016千円

支払利息 16,685千円

貸倒引当金繰入額 6.208千円

賃貸原価 18,671千円

支払利息 31,383千円

貸倒引当金繰入額 10,000千円

賃貸原価 30,008千円

※３．　　―――――――――――――― ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　――――――――――――――

  固定資産売却益 1,198千円   

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損 21千円

固定資産除却損 10,904千円

賃借店舗解約損 2,412千円

固定資産売却損 3,015千円

固定資産除却損 6,313千円

賃借店舗解約損 27,445千円

減損損失 498,466千円

固定資産売却損 623千円

固定資産除却損 44,542千円

賃借店舗解約損 26,569千円

　５．　　―――――――――――― 　５．減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。

　５．　　――――――――――――

  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）

岡山県 　

岡山市他

営業店舗

(25店舗)

土地 200,000

建物 257,808

構築物 21,856

その他 8,024

合計 487,688

大阪府　

松原市

賃貸資産

(１件)

建物 9,497

構築物 1,280

合計 10,777
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前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

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）

当社は、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、営業店舗

及び賃貸資産を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。上記

のうち、営業店舗及び賃貸資産につき

ましては、収益性の低下又は土地の著

しい時価の下落により、当資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（498,466千

円）として特別損失に計上いたしまし

た。

なお、当資産グループの回収可能価

額は、使用価値及び正味売却価額によ

り測定しております。使用価値につい

ては将来キャッシュ・フローを4.3％で

割り引いて算定し、正味売却価額につ

いては、固定資産税評価額に基づき算

定しております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 198,512千円

無形固定資産 11,574千円

有形固定資産 192,802千円

無形固定資産 8,289千円

有形固定資産 420,709千円

無形固定資産 25,264千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

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

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)

機械装置 32,049 30,673 1,376

(有形固定資産)
その他

31,611 29,045 2,566

合計 63,661 59,718 3,942

 ―――――――――――

 

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)

機械装置 6,250 6,163 86

(有形固定資産)
その他

14,227 13,944 282

合計 20,477 20,107 369

(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 3,593千円

１年超 192千円

合計 3,785千円

――――――――――― １年内 467千円

合計 467千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 11,749千円

減価償却費相当額 10,581千円

支払利息相当額 159千円

支払リース料 467千円

減価償却費相当額 369千円

支払利息相当額 1千円

支払リース料 14,686千円

減価償却費相当額 13,724千円

支払利息相当額 188千円

(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

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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