
平成１８年６月期 中間決算短信(非連結)

 
平成18年2月9日

上場会社名 株式会社三光マーケティングフーズ 上場取引所 東証第2部
コード番号 2762 本社所在都道府県  東京都
(URL　http://www.sankofoods.com/)
代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 　氏名　平林　実
問合せ先責任者　役職名  取締役管理本部長　氏名　堀　力 ＴＥＬ　　（03）5908－2111
決算取締役会開催日 平成18年2月9日 中間配当制度の有無 有
中間配当支払開始日 平成18年3月20日 単元株制度採用の有無 無
    

１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31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 ％

17年12月中間期 11,501 13.5 1,467 104.8 1,511 120.2

16年12月中間期 10,134 13.2 716 △37.0 686 △39.4

17年６月期 20,359 1,695 1,688

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 751 82.8 5,592 51 5,583 79

16年12月中間期 411 △28.2 3,173 67 3,161 35

17年６月期 901 6,522 92 6,504 42

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年６月期 －百万円
②期中平均株式数 17年12月中間期 134,450株 16年12月中間期 129,610株 17年６月期 132,007株
③会計処理の方法の変更 有
④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

17年12月中間期 500 00 　　　　――――――

16年12月中間期 500 00 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 1,000 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

17年12月中間期 13,965 7,853 56.2 58,410 39

16年12月中間期 12,962 6,781 52.3 50,440 61

17年６月期 12,711 7,204 56.7 53,288 68

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 134,462株 16年12月中間期 134,438株 17年６月期 134,438株
②期末自己株式数 17年12月中間期 －株 16年12月中間期 －株 17年６月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 1,900 △1,108 △574 2,903

16年12月中間期 681 △998 1,172 1,954

17年６月期 1,310 △1,130 1,408 2,687

２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 22,815 2,750 1,430 500 00 1,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10,637円52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７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社三光マーケティングフーズ）及び子会社（株式会社エス・エー・ケー水産）１社で

構成されており、飲食を介したサービスの提供を主たる業務としております。

　当社は、「価値ある食文化の創造と提案」を企業理念として、従来の居酒屋チェーンとは異なる「個室感覚」と「手

作り感」をコンセプトにした業態「東方見聞録」と「月の雫」に加え、その2業態のコンセプトを活かし、より広範囲の

お客様をターゲットとした「黄金の蔵」の合計3業態をメインに、首都圏を中心に外食事業を展開しております。各業態

の特徴は下記のとおりであります。

　なお、子会社である株式会社エス・エー・ケー水産により回転寿司「大漁太郎」も出店しております。

業態 特徴 店舗数

東方見聞録

（含む庖坊主）

“都会のなかの隠れ家”としてご利用いただけるような“個室感覚の空間作り”を

意識し、照明を抑え落ち着いた雰囲気の店舗作りに取り組んでおります。炭火串焼

を中心に“手作り感”を大切にした幅広いメニューを揃え、お客様にくつろぎの時

間をお過ごしいただくことを志した店舗であります。

43店

月の雫

（含む荳庵）

「東方見聞録」の店舗開発で確立してきた“個室感覚の空間作り”のコンセプトを

継承して、より女性を意識した店作りに取り組んだのが「月の雫」です。「月の雫」

ではヘルシーなイメージが定着している豆冨料理を中心にしたメニューを揃え、「東

方見聞録」と同様に“手作り感”を大切にした料理を提供しております。

35店

黄金の蔵

「東方見聞録」・「月の雫」の店舗開発を通じて得たスキルと経験を活かし、“半

個室感覚”のコンセプトをベースにした店作りに取り組んでいるのが「黄金の蔵」

です。「黄金の蔵」では、“手作り感”を大切にした低価格帯の和洋創作メニュー

を中心として、より広範囲のお客様をターゲットとしております。

15店

その他

スパゲッティ専門店「パスタママ」を2店舗、季節の素材と手間ひまかけた和の技に、

洋風モダンや中華の香りを加えた創作料理の店「吉今ダイニング」を2店舗、気軽に

ワインをお楽しみいただける「葡萄屋」、ビジネス街大手町で高級感あふれた広い

空間を快適に堪能していただける「吉今」を各１店舗出店しております。

6店

　（注）　店舗数は平成17年12月31日現在の直営店です。

フランチャイズ店として「月の雫」を1店舗、名古屋栄町に開店しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「価値ある食文化の創造と提案」という企業理念のもと、「都会のなかの隠れ家」をテーマにした「東方

見聞録」、女性を主なターゲットとし、健康色の強い豆冨料理のメニューを中心とした「月の雫（しずく）」の両業

態と、リーズナブルな価格で気軽に創作料理をお楽しみいただける「黄金の蔵（きんのくら）」を首都圏都市部を中

心に主要駅前の好立地に集中的に店舗展開しております。また上記に加え、「東方見聞録」の店舗規模を縮小した「庖

坊主（ほうぼうず）」、手作りの豆冨・湯葉料理を看板にした和風創作料理店「荳庵（まめあん）」を出店しており

ます。店舗数は、平成17年12月末現在で「東方見聞録」41店、「月の雫」34店、「黄金の蔵」15店、「庖坊主」2店、

「荳庵」1店、「パスタママ」ほか6店、FC１店合計100店であります。いずれも従来の居酒屋チェーンとは異なり、

「個室感覚」と「手作り感」を重要視してお客様に満足して頂けるよう取り組んでおります。

　当社が「東方見聞録」「月の雫」並びに「黄金の蔵」を飲食の場として提供していくために大切にしていることは

「こころの快適さ」であり、どのお客様にも納得していただける新しい居心地の良さの追及にあります。日常から離

れ、どこか懐かしくも高級感のある和風モダンの雰囲気をもって、美味しいお酒と料理を楽しんで頂ける個室感覚の

空間を演出しております。従来、高級といわれる料亭や飲食店でなければ利用しにくかった「個室」という空間を、

閉ざされた完全個室ではなく「個室感覚の空間」としてお客様に提供しております。

　お客様に提供している料理については、「手作り感」を大切にして、素材の選定から店舗での調理までこだわりを

もった幅広いメニュー作りに重きをおいております。厳選したこだわりの大豆と天然にがりを使い、できたての豆冨

を客席でご提供する等、お客様に新鮮な味や香りを楽しんでいただくことに努めております。また、家庭では味わう

機会の少なくなった料理を日常的にご提供することや料理を演出する器にもこだわりをもつなど、豊潤な食の悦びを

ご提供することに積極的に取り組んでおります。

　株式会社三光マーケティングフーズは、常に「お客様の立場」にたち、「進化し続ける店作り」へのこだわりをもっ

て、更なるビジネスの拡大に努力を続けていく所存でございます。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図り

ながら長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。

　この方針に基づき、業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業拡

充のための設備投資を行い、競争力の維持強化に努めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的な会社の戦略としましては、店舗数の増加に伴う物流の見直しや、少子高齢化を見越した労務管理の強化、

天候不順による食材の高騰などに影響されない購買体制の強化等を今後3年間の中で検討、実行する予定でおります。

また、M&Aも考慮した新規事業（新業態）の開発やそれに伴う財務体質のさらなる強化も中長期戦略の重要課題の一つ

として認識しております。

 

(4）会社の対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善や設備投資の増加による景気回復はあるものの、外食産業にお

きましては米国産牛肉の輸入禁止措置の継続や鳥インフルエンザの世界的な蔓延等、食に対する安全性の問題が顕在

化している状況の下、引き続き厳しい状況で推移するものと予測しております。

　このような環境の中、第30期の課題である管理体制並びに組織の強化を通して、メニューの定期的な改訂による商

品力の強化、販売促進の強化に基づく固定客の確保と増加、明確なブランド戦略に基づくブランドイメージ（東方見

聞録・月の雫・黄金の蔵）の維持と向上、フランチャイズ事業の拡大等、改革と改善を常に意識し経営基盤の確立と

強化に邁進いたします。またこれまでと同様、お客様が満足感に浸れる店舗空間のなかで行き届いたサービスと「手

作り感」のある創作料理を提供できる店舗作りに励み、お客様に繰り返しご利用いただけるよう、たゆまぬ努力を続

ける所存であります。

(5）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、企業価値の向上のため、経営上の迅速な意思決定を図りつつ、経営管理機能を強化し、組織の編成および

運用につとめております。また法令の遵守、経営の透明性、経営の執行と監督の分離、企業倫理の確立は重要な要素

であると認識しており、継続的に取り組んでいきます。

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(i)　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
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　・取締役会

　　当社の取締役会は、取締役6名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役による業務執行　

　を監督する機関として位置付け、運営しております。なお取締役のうち、社外取締役が2名選任されております。

　・監査役制度

　　当社は監査役制度を採用しており、3名の監査役が就任しております。監査役全員が社外監査役であります。取

　締役会に出席し意見を述べるほか、情報収集、研鑽を目的にセミナー等に積極的に参加し、公認会計士及び内部監

　査室とも意見交換を行う等、取締役の業務執行の監査を行っております。

　・内部監査人

　　社長直属の「内部監査室」は2名で構成されており、業務部門から独立した立場において、経営の健全性とリス

　ク管理の徹底を図るために、計画的な内部監査を実施しております。監査の結果については報告書を作成し、代表

　取締役に報告すると共に必要に応じて週例会議で提言しております。

　・会計監査

　　会計監査については、新日本監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を受けると共に、重要な会計

　課題についても随時相談・検討を実施しております。監査法人と内部監査人、監査役との連携についても、随時可

　能な状況を構築しており、監査結果についても互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高めて

　おります。なお、当社と同監査法人の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

 

　当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりであります。

 

株  主  総  会 

取締役会 

（取締役６名） 

選任・解任 選任・解任 

監査 

代 表 取 締 役 

 

 

監査役会 

（監査役３名） 

助言・ 

指導 

 

顧 

問 

弁 

護 

士 

等 

監査 
会計 

監査 

（協力・ 

連携） 

（意思統一） 

週例・月例・戦略会議 

（業務執行） 

業 務 部 門  

報告・協議 

内部監査 

任命 

報告・協議 

内 部 監 査 人 

 

 

監 

査 

法 

人 

(ii)　リスク管理体制の整備の状況

　当社は、取締役会規程を制定して法定の事項はもとより当社の経営に関する重要な事項は取締役会決議によって決

定しております。また、毎月1回、当社部門長以上出席の予算会議を開催し、業務の執行と業績状況の報告を受け、そ

れを踏まえて経営企画部と本部長以上出席の戦略会議で対策の検討を実施、リスクの発生を未然に防いでおります。

　次に、監査役監査及び内部監査の体制が整備されており、契約書類・社内決裁書類に対して日常的に内部監査を実

施しており、リスク管理を図っております。

　また、顧問弁護士からはリスク管理・コンプライアンスに関わる問題について、必要に応じ助言及びリーガルチェッ

クを受けており、その強化を図っております。
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(iii)　会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。社外取締役の内川清雄、海老原康夫が当社株式をそれぞれ

80株ずつ、社外監査役の砂原次男が244株を所有する資本的関係がありますが、その他の利害関係はありません。

(iv)　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

 当社は、会社の業務執行に関する意思決定と各取締役の業務執行を監督するため、取締役会を原則として毎月1回定

時に開催するほか、必要に応じ臨時に開催しております。

　また、各部門長以上並びに監査役が出席する週例会議と月例会議を開催し、現況の報告と共に起こりうるリスクに

ついて議論するほか、それを元に月に1回経営企画部と本部長以上が出席する戦略会議において、起こりうるリスクと

その対策について検討・実施しております。その他本部においては危機管理委員会を設置し、定期的な情報の収集と

非常時に際しての対処策を討議しマニュアル化を進めております。 

(6）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

(7）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、景気が踊り場から脱し、1月の金融経済月報では、総括判断を「わが国の景

気は、着実に回復を続けている」とし、4ヶ月ぶりに上方修正しています。

　外食産業界におきましては、米国産牛肉の輸入が一旦解禁されたものの、再び輸入禁止となり見通しがつかない状

況であるのと、欧州、アジアにおける鳥インフルエンザの問題が食の安全性に対する関心度をあげ、相変わらず厳し

い経営環境を強いられました。

　このような状況の中で、当社は当中間期に7店舗の新規出店を果たしましたが、当初の計画にあったフランチャイズ

店のオープンが遅れ、その結果として売上は僅かですが目標未達となりました。しかしながら今期の目標である管理

体制の強化の効果が少しずつ現れ、経常利益では目標を達成しております。

　経営効率の悪さから「牛力屋　新小岩南口店」を「黄金の蔵　ジパング　新小岩南口店」に「黄金の蔵　鶏ちゃん

　西梅田店」を「黄金の蔵　ジパング　西梅田店」に業態転換しました。また出店の内訳は、「東方見聞録」1店、

「月の雫」1店、「黄金の蔵」4店、「吉今ダイニング」1店であります。

　以上の結果、当中間期末までの総店舗数は直営店99店、FC店１店となり、売上高は115億1百万円（前年同期比

13.5％増）、経常利益15億11百万円（同120.2％増）、中間純利益7億51百万円（同82.8％増）と増収増益となりまし

た。

　業態別売上状況は次のとおりであります。

区分

前中間会計期間
（平成16年12月中間期）

当中間会計期間
（平成17年12月中間期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

東方見聞録（含む、庖坊主） 4,927,479 48.6 5,154,154 44.8 226,676 4.6

月の雫（含む、荳庵） 4,185,440 41.3 4,710,498 41.0 525,059 12.5

黄金の蔵 328,519 3.3 1,133,222 9.8 804,704 244.9

その他（葡萄屋・パスタママ・

吉今・吉今ダイニング・牛力

屋・FC）

692,886 6.8 503,371 4.4 △189,514 △27.4

(2）財政状態

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ２億16百万円増加し、

29億３百万円となりました。

　なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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、19億00百万円（前年同期比178.6％増）となりました。こ

れは、主に税引前中間純利益が14億67百万円計上され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、11億8百万円（同11.0％増）となりました。これは、主に

新規店舗の開設に伴う差入保証金の支払4億5百万円及び有形固定資産の取得による支出6億49百万円があったことによ

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使用した資金は、5億74百万円（前中間会計期間は11億72百万円の支出）と

なりました。これは主に長期借入金の返済による支出が5億39百万円、および配当金の支払いが66百万円あったことに

よるものであります。
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　キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期 平成17年６月期

自己資本比率（％） 52.3 56.2 56.7

時価ベースの自己資本比率（％） 146.2 197.4 122.7

債務償還年数（年） 3.4 1.1 2.0

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 27.6 109.6 25.1

１．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

①　自己資本比率　：　自己資本／総資本

②　時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

（株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。）

③　債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

④　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、企業収益の改善や設備投資の増加、個人消費の改善など景気は緩やかに回復してお

ります。

　外食産業界におきましては、BSEによる米国産牛肉の継続的輸入禁止措置や、欧州、アジアにおける鳥インフルエン

ザの蔓延等、食に対する安全性の問題が顕在化している状況の下、生き残りを掛けた厳しい環境が続くものと思われ

ます。またコンビニ弁当や惣菜等「中食」に押され、集客力低迷が続くものと思われます。

　このような状況のもと、当社は引き続き首都圏主要駅前の好立地にお客様のニーズ合わせた店舗作りを積極的に行っ

てまいります。

　下期は「東方見聞録」・「月の雫」・「黄金の蔵」など直営店とフランチャイズ店を合わせて3店の出店を計画して

おります。これにより、売上高228億15百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益27億50百万円（同62.9％増）、当期

純利益14億30百万円（同58.7％増）を見込んでおります。
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４．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 1,954,245 3,103,571 2,687,413

２．売掛金 246,112 279,293 207,329

３．たな卸資産 29,712 46,472 22,660

４．前払費用 231,075 309,910 253,060

５．繰延税金資産 41,161 70,288 45,698

６．その他 70,608 78,612 68,950

貸倒引当金 △13 △13 △13

流動資産合計 2,572,902 19.8 3,888,135 27.8 3,285,099 25.8

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 5,192,741 4,801,583 4,458,430

２．器具及び備品 375,252 533,797 453,075

３．土地 ※２ 57,370 57,370 57,370

４．建設仮勘定 105,555 ― 4,980

有形固定資産合計 5,730,920 44.2 5,392,752 38.6 4,973,857 39.1

(2)無形固定資産 10,074 0.1 30,493 0.2 8,973 0.1

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 14,210 22,968 15,138

２．関係会社株式 10,000 10,000 10,000

３．長期貸付金 50,722 44,541 47,500

４．差入保証金 ※２ 4,236,740 4,228,150 4,025,674

５．繰延税金資産 181,247 183,535 195,712

６．その他 165,056 175,896 158,192

貸倒引当金 △9,641 △11,086 △9,116

投資その他の資産
合計

4,648,334 35.9 4,654,005 33.4 4,443,102 35.0

固定資産合計 10,389,329 80.2 10,077,251 72.2 9,425,934 74.2

資産合計 12,962,231 100.0 13,965,386 100.0 12,711,033 100.0
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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 584,136 639,893 470,471

２．短期借入金 150,000 200,000 100,000

３．1年内償還予定社
債

 ― 140,000 140,000

４．1年内返済予定長
期借入金

※２ 957,819 798,820 978,420

５．未払金 377,103 296,856 227,707

６．未払費用 638,297 761,419 651,209

７. 未払法人税等 396,239 773,645 353,867

８．設備未払金 1,074,658 551,901 443,034

９．役員賞与引当金 ― 30,000 ―

　  １０．その他 ※５ 308,412 440,220 242,911

流動負債合計 4,486,668 34.6 4,632,757 33.2 3,607,621 28.4

Ⅱ　固定負債

　　１.社債  ― 190,000 260,000

　　２.長期借入金 ※２ 1,077,940 655,220 1,014,880

　　３.長期未払金 35,279 ― 671

　　４.退職給付引当金 75,953 96,812 89,298

　　５.役員退職慰労引当
金

364,890 383,290 381,010

　　６.その他 140,365 153,329 153,528

固定負債合計 1,694,428 13.1 1,478,651 10.6 1,899,388 14.9

　　負債合計 6,181,097 47.7 6,111,409 43.8 5,507,009 43.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,594,090 12.3 1,594,398 11.4 1,594,090 12.6

Ⅱ　資本剰余金

１.資本準備金 1,642,390 1,642,698 1,642,390

　　資本剰余金合計 1,642,390 12.7 1,642,698 11.7 1,642,390 12.9

Ⅲ　利益剰余金

１.利益準備金 315 315 315

２.任意積立金 2,300,000 3,100,000 2,300,000

　　３.中間（当期）未処
分利益

1,240,383 1,507,589
1,662,893

利益剰余金合計 3,540,698 27.3 4,607,904 33.0 3,963,208 31.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

3,955 0.0 8,976 0.1 4,333 0.0

資本合計 6,781,134 52.3 7,853,977 56.2 7,204,023 56.7

負債資本合計 12,962,231 100.0 13,965,386 100.0 12,711,033 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
(自平成16年7月1日
至平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自平成17年7月1日
至平成17年12月31日)

前事業年度の要約損益計算書
(自平成16年7月1日
至平成17年6月30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 10,134,326 100.0 11,501,247 100.0 20,359,507 100.0

Ⅱ　売上原価 2,857,303 28.2 2,924,508 25.4 5,578,925 27.4

売上総利益 7,277,023 71.8 8,576,739 74.6 14,780,582 72.6

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

6,560,248 64.7 7,108,978 61.8 13,085,170 64.3

営業利益 716,774 7.1 1,467,760 12.8 1,695,411 8.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 34,246 0.3 66,194 0.5 90,289 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 64,544 0.6 22,591 0.2 97,668 0.5

経常利益 686,476 6.8 1,511,364 13.1 1,688,032 8.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 266,124 2.6 ― ― 266,379 1.3

Ⅶ　特別損失 177,808 1.8 43,391 0.3 249,656 1.2

税引前中間(当期)
純利益

774,792 7.6 1,467,972 12.8 1,704,755 8.4

法人税、住民税及
び事業税

359,032 731,656 818,818

法人税等調整額 4,420 363,452 3.5 △15,598 716,058 6.3 △15,132 803,685 4.0

中間(当期)純利益 411,339 4.1 751,914 6.5 901,069 4.4

前期繰越利益 829,043 755,674 829,043

中間配当額 ― ― 67,219

中間(当期)未処分
利益

1,240,383 1,507,589 1,662,893
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(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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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

税引前中間（当期）純利益 774,792 1,467,972 1,704,755

減価償却費 319,460 325,396 636,288

退職給付引当金の増加額 13,941 7,514 27,285

役員退職慰労引当金の増加額 12,820 2,280 28,940

貸倒引当金の増加額（△減少額） 271 1,970 △254

役員賞与引当金の増加額 ― 30,000 ―

受取利息及び配当金 △104 △146 △359

固定資産売却損 ― ― 30,517

固定資産除却損 107,722 ― 141,816

支払利息 25,733 15,897 52,183

社債利息 ― 997 708

新株発行費 10,432 ― 10,432

社債発行費 ― ― 4,980

会員権評価損 ― ― 9,207

売上債権の増加額 △72,906 △71,964 △34,123

たな卸資産の減少額（△増加額） △6,484 △23,812 567

仕入債務の増加額 176,184 169,421 62,518

その他流動資産の増加額 △16,400 △82,921 △17,296

その他流動負債の増加額（△減少額） △68,586 456,526 △179,135

その他固定負債の増加額 37,000 ― 50,296

役員賞与の支払額 △40,000 △40,000 △40,000

小計 1,273,875 2,259,132 2,489,327

利息及び配当金の受取額 104 146 359

利息の支払額 △24,735 △17,328 △51,856

法人税等の支払額 △567,346 △341,878 △1,127,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 681,898 1,900,072 1,310,326

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 ― △200,000 ―

有形固定資産の取得による支出 △742,635 △649,367 △2,044,761

有形固定資産の売却による収入 ― ― 1,009,100

無形固定資産の取得による支出 △380 △7,670 △16,130

差入保証金の差入による支出 △352,144 △405,686 △594,214

差入保証金の返還による収入 125,379 168,503 543,632

貸付けによる支出 ― △300 ―

貸付金の回収による収入 3,374 3,383 6,655

会員権取得による支出 ― ― △18,357

その他 △32,475 △17,828 △16,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △998,880 △1,108,966 △1,130,153

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額（△純減少額） ― 100,000 △50,000

長期借入金の借入による収入 ― ― 500,000

長期借入金の返済による支出 △548,723 △539,260 △1,091,182

社債の発行による収入 ― ― 395,019

社債の償還による支出 ― △70,000 ―

株式の発行による収入 1,781,748 615 1,781,748

配当金の支払額 △60,501 △66,302 △127,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,172,523 △574,947 1,408,537
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前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 855,542 216,158 1,588,710

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 1,098,702 2,687,413 1,098,702

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,954,245 2,903,571 2,687,413
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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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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

(1)有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

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）を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

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）を

採用しております。

(2)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

原材料

最終仕入原価法

(3)たな卸資産

原材料

同左

(3)たな卸資産

原材料

同左

２．固定資産の減価

償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（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。

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　 　15～22年

器具及び備品 ３～15年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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．繰延資産の処理

方法

(1)新株発行費

支出時に全額費用処理して

おります。

(2)    ───────

(1)    ───────

 

 

(2)    ───────

(1)新株発行費

支出時に全額費用処理して

おります。

(2)社債発行費

支出時に全額費用処理して

おります。

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

－ 13 －



項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(2)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。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数

（３年）による定額法によ

り、翌期から費用処理する

こととしております。

(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、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(３

年)による定額法により、翌

期から費用処理することと

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

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。

(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

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)  　───────

 

(4)役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に

備えるため、役員賞与支給

見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき額を計上し

ております。

(4)　　───────

 

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

６．ヘッジ会計の

方法

(1)ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金

利スワップについて、特例

処理を採用しております。

(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

金利スワップ

(2)ヘッジ手段

同左

(2)ヘッジ手段

同左

(3)ヘッジ対象

市場金利等の変動により

キャッシュ・フローが変動

するもの（変動金利の借入

金）

(3)ヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ対象

同左

(4)ヘッジ方針

デリバティブ取引は金利の

変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取

引は行わない方針でありま

す。デリバティブ取引の執

行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定

めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の

承認を得て行っております。

(4)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ方針

同左

(5)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の

要件を満たしており、その

判定をもって有効性の評価

に代えております。

(5)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5)ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

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

(1)消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理方法

同左

(1)消費税等の会計処理方法

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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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。

──────

  （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。

これにより、従来、株主総会決議時に

未処分利益の減少として会計処理して

いた役員賞与を当中間会計期間から発

生時に費用処理しております。

　この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益が

30,000千円減少しております。

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

（貸借対照表）

従来、「未払金」に含めて表示してお

りました「設備未払金」（前事業年

度502,808千円）は、負債資本合計の

100分の５を超えたため、当事業年度

より独立科目で掲記しております。

 ────────── （貸借対照表）

従来、「未払金」に含めて表示してお

りました「設備未払金」（前事業年

度104,124千円）は、負債及び資本の

合計額の100分の１を超えたため、当

事業年度より独立科目で掲記しており

ます。

従来、「その他」に含めて表示してお

りました「預り保証金」（前事業年

度103,364千円）は、負債及び資本の

合計額の100分の１を超えたため、当

事業年度より独立科目で掲記しており

ます。
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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．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

1,355,396千円 1,587,733千円 1,305,462千円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとお

りであります。

※２．　────────── ※２．　──────────

建物 7,679千円

土地 57,370

差入保証金 969,850

　計 1,034,899

担保付債務は次のとおりでありま

す。

  

1年内返済予定

長期借入金 639,819千円

長期借入金 815,440

　計 1,455,259
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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）

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務

(1)当社は、競合他社の展開

する居酒屋チェーンが当社の

展開する「月の雫」の業態を

模倣したものであるとして、

当該競合他社を相手取り店舗

名称の使用差止めと110,000

千円の損害賠償を求めて、平

成15年7月14日付で横浜地方

裁判所に訴訟を提起しており

ます。これに対し、相手方か

ら不正競争防止法に反すると

して、129,500千円の損害賠

償等を求める訴訟が平成15年

12月12日付で提起されており

ます。

当社の見解は、「月の雫」は

東京、神奈川、千葉を中心に

広く認知され、マスコミ報道

等を通じ周知性が高いため店

舗の呼称・外観及び料理・

サービスの提供方法等の特徴

から、利用者が「月の雫」と

相手方店舗を誤って認識する

ものと判断しており、相手方

から提起されている不正競争

防止法違反には該当しないと

考えております。現在両訴訟

は横浜地方裁判所において併

合審理中であり、結審、和解

等には至っておりません。

(1) 同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 同左
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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）

       ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越

契約を締結しております。この契

約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであり

ます。

(2)当期において、店舗建物貸主

及び金融機関との間で敷金預

託委託契約を締結し、店舗建

物に係る敷金142,833千円を

回収しました。金融機関は当

社に代わり、店舗建物貸主に

対して敷金142,833千円を預

託しており、金融機関が当該

敷金を回収できない場合には、

当社がこれを補償する義務を

有しています。

なお、当中間会計期間末現在

において敷金547,245千円を

預託しております。

４．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越

契約を締結しております。この契

約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであり

ます。

(2)当期において、店舗建物貸主

及び金融機関との間で敷金預

託委託契約を締結し、店舗建

物に係る敷金404,412千円を

回収しました。金融機関は当

社に代わり、店舗建物貸主に

対して敷金404,412千円を預

託しており、金融機関が当該

敷金を回収できない場合には、

当社がこれを補償する義務を

有しています。

 

 

 

４．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越

契約を締結しております。この契

約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 550,000千円

借入実行残高 150,000

差引額 400,000

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 100,000

当座貸越限度額 250,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 150,000

※５．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。

※５．消費税等の取扱い

同左

※５．　　 ─────

 

発行年月日 発行形態 発行株式数 (株) 発行価格 (円) 資本組入金 (円)

平成17年９月29日 新株引受権行使 24 615,000 307,500
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前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　　16千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　 15 千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　　271千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　25,733千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　  15,897千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　 52,183千円

※３．特別利益のうち主要なもの

店舗立退補償金収入

266,124千円

※３．  ──────────

 

  

※３．特別利益のうち主要なもの

店舗立退補償金収入

  266,124千円

４．減価償却実施額

有形固定資産　 　289,410千円

無形固定資産　　　 1,068

４．減価償却実施額

有形固定資産　  288,988千円

無形固定資産　　  1,899 

４．減価償却実施額

有形固定資産　　  573,912千円

無形固定資産　　　  2,169

（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７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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

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） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,954,245千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
－

現金及び現金同等物 1,954,245

現金及び預金勘定 3,103,571千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
200,000

現金及び現金同等物 2,903,571

現金及び預金勘定 2,687,413千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
－

現金及び現金同等物 2,687,413
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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）

車両運
搬具

12,225 1,204 11,020

器具及
び備品

2,015,581 922,381 1,093,200

ソフト
ウェア

247,786 148,241 99,544

合計 2,275,593 1,071,826 1,203,766

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）

建物 1,096,369 92,733 1,003,636

器具及
び備品

1,873,692 1,188,906 684,786

ソフト
ウェア

175,568 110,351 65,217

合計 3,145,631 1,391,991 1,753,639

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）

建物 1,136,369 81,312 1,055,056

器具及
び備品

1,943,631 1,068,604 875,026

ソフト
ウェア

187,866 112,138 75,727

合計 3,267,867 1,262,056 2,005,811

(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 443,893千円

1年超 799,955

合　計 1,243,849

1年内 467,096千円

1年超 1,319,063

合　計 1,786,159

1年内 508,842千円

1年超 1,539,206

合　計 2,048,049

(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

①支払リース料 282,886千円

②減価償却費相当額 234,359

③支払利息相当額 23,355

①支払リース料 292,701千円

②減価償却費相当額 259,781

③支払利息相当額 30,654

①支払リース料   537,505千円

②減価償却費相当額 467,022

③支払利息相当額 45,262

(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

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

　　未経過リース料中間期末残高相当額 　　未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

1年内 4,560千円

1年超 －

合　計 4,560

1年内 －千円

1年超 －

合　計 －

1年内 2,280千円

1年超 －

合　計 2,280

－ 22 －



②　有価証券

前中間会計期間末（平成16年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株　　　式 7,830 14,210 6,380

合　　　計 7,830 14,210 6,380

２．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式
10,000

非上場株式　（店頭売買株式を除く）

当中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株　　　式 7,830 22,968 15,138

合　　　計 7,830 22,968 15,138

２．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
10,000

非上場株式　

前事業年度末（平成17年6月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　株　　　式 7,830 15,138 7,308

合　　　計 7,830 15,138 7,308

２．時価のない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式
10,000

非上場株式　

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自平成16年７月１日至平成16年12月31日）、当中間会計期間（自平成17年７月１日至平成17年12月31

日）及び前事業年度（自平成16年７月１日至平成17年６月30日）

　当社は、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため記載を省略しております。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自平成16年7月1日至平成16年12月31日）、当中間会計期間（自平成17年7月1日至平成17年12月31日）

及び前事業年度（自平成16年7月1日至平成17年6月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

50,440円61銭      58,410円39銭       53,288円68銭

1株当たり中間純利益金額 1株当たり中間純利益金額 1株当たり当期純利益金額

3,173円67銭      5,592円51銭      6,522 円92銭

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額

3,161円35銭      5,583円79銭      6,504 円 42銭

当社は、平成16年12月20日付で株式１

株につき２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前中間会計期間、

前事業年度末における１株当たり情報

については、以下のとおりになってお

ります。

当社は、平成16年12月20日付で株式１

株につき２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前事業年度末に

おける１株当たり情報については、以

下のとおりになっております。

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

34,322円57銭 37,906円53銭

１株当たり中間
純利益金額

1株当たり当期
純利益金額

4,728円53銭 8,776円17銭

潜在株式調整後
1株当たり中間
純利益金額

潜在株式調整後
1株当たり当期
純利益金額

4,649円03銭 8,658円88銭

 前事業年度

１株当たり純資
産額

  37,906円53銭

1株当たり当期純
利益金額

   8,776円17銭

潜在株式調整後1
株当たり当期純
利益金額

   8,658円88銭

　（注）１．１株当たり中間純利益金額及び当期純利益金額は、期中平均株式数により算出しておりますが、無償で発行

した株式については、期首に株式数が増加したものとして算出しております。

２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。
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前中間会計期間
(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

1株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(千円) 411,339 751,914 901,069

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)

－

(－)

－

(－)

40,000

(40,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)
411,339 751,914 861,069

期中平均株式数（株） 129,610 134,450 132,007

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)

(うち新株予約権)

505

(505)

210

(210)

375

(375)

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

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第一回無担保社債の発行について

　平成17年2月22日開催の臨時取締役

会において、銀行保証付及び適格機関

投資家限定の無担保社債の発行を決議

し、下記のとおり発行いたしました。

 ─────

 

 ─────

(1）発行総額   

400,000千円   

(2）発行価額   

額面100円につき100円   

(3）償還価額   

額面100円につき100円   

(4）払込期日   

平成17年2月28日

(5）償還期限

平成20年2月28日

(6）償還方法

第1回償還日：平成17年8月31日

 

 

 

 

 

 

70,000千円   

以降毎年2月末及び8月末   

各70,000千円   

平成20年2月28日に残額を償還する。   

 

(7）利率   

年0.53％   

(8）資金の使途   

店舗設備投資資金   
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）原材料仕入実績

　原材料仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

東方見聞録 1,294,164 45.2 1,309,633 44.4 2,526,836 45.3

月の雫 1,120,574 39.1 1,202,782 40.8 2,270,531 40.7

黄金の蔵 95,730 3.4 298,522 10.1 227,571 4.1

その他 353,317 12.3 137,382 4.7 553,419 9.9

合計 2,863,787 100.0 2,948,320 100.0 5,578,357 100.0

　（注）　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

　販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

東方見聞録 4,927,479 48.6 5,154,154 44.8 9,743,068 47.9

月の雫 4,185,440 41.3 4,710,498 41.0 8,573,161 42.1

黄金の蔵 328,519 3.3 1,133,222 9.8 829,367 4.0

その他 692,886 6.8 503,371 4.4 1,213,910 6.0

合計 10,134,326 100.0 11,501,247 100.0 20,359,507 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）収容能力及び収容実績

　収容能力及び収容実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

東方見聞録 1,394 47.3 1,634 49.9 1,578 43.0 1,641 43.4 2,920 46.3 3,231 48.7

月の雫 1,304 44.3 1,302 39.8 1,570 42.8 1,453 38.4 2,765 43.8 2,670 40.2

黄金の蔵 113 3.9 129 3.9 366 10.0 419 11.1 320 5.1 323 4.9

その他 132 4.5 208 6.4 153 4.2 269 7.1 307 4.8 415 6.2

合計 2,945 100.0 3,273 100.0 3,668 100.0 3,784 100.0 6,313 100.0 6,639 100.0

　（注）　客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。
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