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                      （財）財務会計基準機構会員 
平成１８年９月期   中間決算短信（非連結）      平成１８年５月１０日 
 
会 社 名        株式会社柿安本店              上場取引所   ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号        ２２９４                  本社所在都道府県   三重県 
(ＵＲＬ http://www.kakiyasuhonten.co.jp) 
代 表 者   役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  赤塚 保 
問い合わせ先  責任者役職名  常務取締役管理本部長 
        氏    名  赤塚義弘          ＴＥＬ   （０５９４）２３－５５００ 
決算取締役会開催日   平成１８年 ５ 月１０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３月中間期の業績（平成１７年１０月１日～平成１８年３月３１日） 
（１） 経営成績                                         （百万円未満切捨）  

 売 上 高      営 業 利 益      経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
平成 18 年３月中間期 16,147 7.4 1,220 15.0 1,265 16.8 
平成 17 年３月中間期 15,031 12.1 1,061 45.4 1,083 47.2 
平成 17 年９月期 29,159  1,623  1,652  
 

 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 
平成 18 年３月中間期 656 19.0 53 01 52 89 
平成 17 年３月中間期 552 60.8 47 68 47 58 
平成 17 年９月期 908   74 14 73 99 
(注) ①持分法投資損益 18 年 3 月中間期   － 百万円 17 年 3 月中間期   － 百万円 17 年 9 月期   － 百万円 

②期中平均株式数 18 年 3 月中間期 12,386,864 株 17 年 3 月中間期 11,577,306 株 17 年 9 月期 11,762,411 株 

③会計処理の方法の変更 有(｢固定資産の減損に係る会計基準｣及び｢役員賞与に関する会計基準｣の適用） 
 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  

（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 
平成 18 年３月中間期 0 00  － 
平成 17 年３月中間期 0 00  － 
平成 17 年９月期  － 25 00 
（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 
平成 18 年３月中間期 12,965 9,460  73.0 763 78 
平成 17 年３月中間期 11,401 7,663  67.2 661 80 
平成 17 年９月期 12,582 9,129  72.6 734 08 
（注） ①期末発行済株式数 18 年 3 月中間期 12,386,819 株 17 年 3 月中間期 11,580,399 株 17 年 9 月期 12,386,899 株 

 ②期末自己株式数 18 年 3 月中間期     81 株 17 年 3 月中間期           1 株 17 年 9 月期         1 株  
（４）キャッシュ・フローの状況 

 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
平成 18 年３月中間期 1,072  △283 △383  3,644 
平成 17 年３月中間期 900  △455 △295  2,771 
平成 17 年９月期 1,156  △ 1,227 687  3,238 
 
２．平成１８年９月期の業績予想（平成１７年１０月１日～平成１８年９月３０日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高      経 常 利 益      当期純利益 

期 末      
 百万円  百万円  百万円 円   銭 円   銭  

通  期      31,763 2,060 1,070  25  00  25  00 
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)86 円 45 銭 
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結
果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料 9頁｢通期の見通し｣をご参照ください。 
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１．企 業 集 団 の 状 況           
 
  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社柿安本店）及び子会社１社により構成されて 
 おり、主に、精肉類、惣菜類、牛肉しぐれ煮の製造販売及びレストランの運営を行っております。 
  なお、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 
 

  〔当社〕 
【 精肉部門 】 

自社ブランド「柿安牛」を核に全国のブランド牛、豚肉や鶏肉からミートデリカに至る幅広い品揃えの専
門店として展開を行っております。安全でおいしい牛肉の安定提供のために契約飼育農家との独自の肥育技
術の開発・改良を行うとともに、加工の社内一貫体制を持ち、店頭販売の他、産地直送ギフトなどを扱って
おります。 

【 惣菜部門 】 
＜ダイニング部門＞ 
 ダイニング部門では和洋中３業態の展開をしております。全ての店舗に厨房を設置し、出来立てのおいし 
 さにこだわるとともに、ライブによる躍動感を演出しております。また、旬の味覚、高品質野菜など厳選 
 した食材を使用し、安全安心で体にやさしいメニューを提供しております。 
 
 ｢柿安ダイニング」部門（洋惣菜業態） 
 ・プロのシェフが作る出来立てでヘルシーな創作料理をお持ち帰りいただける洋惣菜店。旬の食材を使用 
  したサラダやバラエティ豊かなお弁当などをご提供しております。  
 ｢ご馳走や柿安」部門（和惣菜業態） 

 ・レストラン部門の和食技術を和惣菜に移植し、懐かしく食べてほっとするようなメニューを提供してお
  ります。  
 ｢柿安上海ＤＥＬＩ」部門（中華惣菜業態） 
 ・｢スタイリッシュチャイニーズ｣をコンセプトとした創作中華惣菜ブランド。本格的上海の中華をベース 
  にしながら、日本人に好まれるメニューに仕上げております。 

 

 
＜路面惣菜部門＞ 

｢毎日のおかず｣をコンセプトに豊富なメニューを揃えております。店内厨房で出来立ての料理を提供し
ております。 

  
＜米飯部門＞ 

弁当、おにぎり類を中心にオフィスランチニーズなどに対応しております。 
  
＜柿次郎部門＞ 

日本伝統のおはぎとごぼう鶏むすびを高品質な材料を使用し、柿安流にアレンジして｢柿次郎｣ブランド
で提供しております。 
 

＜その他＞ 
肉まんやシュウマイ等、上海風点心類の｢上海饅頭店｣を展開しております。 

 
【 食品部門 】 
＜しぐれ部門＞ 
   主に百貨店におけるしぐれ煮及び自社ブランド｢柿安牛｣などの産地直送ギフトの販売を行っておりま 
  す。「しぐれ煮」は三重県桑名市に伝わる製法で素材の味を生かし、佃煮とは異なり柔らかく炊き上げ 
  たものです。牛肉、海産物及び山菜類などの厳選した材料を使用した当社しぐれ煮類は、主に贈答用と 
  してお歳暮・お中元ギフトに利用されております。 
  
＜その他＞ 
 麺類の店｢讃岐きしめん大吉」を百貨店等にて運営しております。 
 ※前期まで〔しぐれ部門〕としておりましたが取扱品目の多様化に伴ない〔食品部門〕に表記を変更しております。 

【 レストラン部門 】 
 ＜「柿安」部門（和食）＞ 
  自社ブランド｢柿安牛｣のすきやき、しゃぶしゃぶ等の肉料理と会席料理等の日本料理を主力メニュー 

に、落ち着いた店舗施設とサービスを加えて提供しております。 

  
＜「三尺三寸箸」部門＞ 

和・洋・中８０種類以上の豊富なメニューを揃えるブッフェ形式のレストラン。「好きなものを、 
好きな時に、好きなだけ」をコンセプトに、旬の食材を使った健康的な料理を提供しております。 
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 〔柿安グルメフーズ株式会社〕  
   【 卸部門 】 
 
    主に「柿安グルメフーズ」ブランド製品の量販店及びコンビニへの販売等を行っております。  
   【 口福堂部門 】 
 
    量販店において大福餅、わらび餅及びおはぎ等の和菓子の製造販売を行っております。  
   【 その他 】 
 
    量販店のフードコートにおいて、麺類のカフェテリア業態「讃岐きしめん大吉」を展開しております。 
 
 
 
    業の系統図は次のとおりであります。 
 

 

一 般 顧 客

百貨店・他 百貨店 
・他 

量販店・他 

＜子会社＞
柿安  

グルメフーズ  
株式会社 

 

    精肉部門         惣菜部門        食品部門       レストラン部門 
 
 
                      ＜当 社＞ 

＜＜お客様＞＞ 

(製品・食材の供給) 
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２．経 営 方 針           
 

（１）経営の基本方針 
当社は創業以来、豊かな食文化の創造を目指し、常においしいものをお届けすることに努めてまいりまし

た。おいしさへのこだわりは味覚としてのおいしさのみならず、食空間においては楽しさ・くつろぎを、ま

た食品の原点である健康・安全・安心を加味しております。 
このこだわりをもって、外食分野における「レストラン事業」、中食分野の「惣菜事業（ダイニング・路

面惣菜・米飯・柿次郎）」、「食品事業（しぐれ煮・ギフト用惣菜）」及び家庭内食分野の「精肉小売事

業」を展開しておりますが、今後とも徹底しておいしさにこだわり続けるとともに、常に変化するマーケッ

トニーズに挑戦し、これら食全般にわたる事業のそれぞれが力ある専門店であるとともに、お互いにより相

乗効果を発揮できる集団を目指してまいります。 
 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策として位置づけ、利益配分につきましては積極的な事

業展開や財務体質の強化などに向けた内部留保に留意しつつ、安定的かつ継続的に配当していくことを基本

とし、業績に応じて弾力的に決定してまいります。 
内部留保金につきましては、財務体質の充実とともに、今後の出店及び新規事業展開の設備投資等に充当

してまいる方針であります。これにより、将来にわたる会社の体質強化と利益向上に寄与し、株主の皆様へ

の利益還元に貢献するものと考えております。 
平成 17年 9月期の配当金につきましては 1株当たり 7円増配し、25円といたしました。 
なお、配当支払に関しては、新会社法施行後においても現行と同様、期末日及び中間配当を行う場合は中

間期末日を基準とする配当を実施する予定であります。 
 
（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、安定的で活力ある株式市場の確立には、個人投資家層の参入が不可欠であり、そのために、株式

投資単位の引き下げが有効な施策であると認識しております。 
つきましては、平成 15 年 11 月 4 日より 1 単元の株式の数を 1,000 株から 100 株に引き下げ、同日より

100 株を売買単位とする取引を開始し、また平成 15 年 11 月 20 日付にて普通株式 1 株の 1.3 株への株式分
割を行うことにより株式投資単位の引き下げを実施しております。 

 
（４）目標とする経営指標 

当社は、売上高及び経常利益の成長のなかで、安全・安定性の向上を目指し、売上高経常利益率を重視し、

改善に取り組んでおりますが、さらに資本・資産効率をより意識した経営を進めていく考えであります。 
 
（５）中長期的な経営戦略 

 当社は過去の成長の中で「法人需要・ギフト需要」中心の事業構成から「パーソナルユース」(お客様が

自分のために直接消費していただく分野）に軸足を移してまいりました。 

 百貨店内におけるダイニング部門などの成長により、この軸足の転換は大きく前進しましたが、今後の成

長のためには、従来の事業のブラッシュアップとともに、出店や販売チャネルの拡大による、より新たな

マーケットの創造が不可欠と捉えております。 

 この新たなマーケットの創造につきましては、ブッフェ業態レストラン「三尺三寸箸」の出店を継続的に

進めるとともに、常に変化する消費者ニーズに対応した新たな業態の開発、投入を行ってまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

    食関連業界を取り巻く環境は、外食分野、中食分野ともに、業種業態を越えた新規参入による競争激化や 

   Ｍ＆Ａによる再編、また、家庭内食分野を含む食関連業界では「食の安全」への対応と、さらに厳しくなっ 

   ていくことが予想されます。 

    当社におきましては、ブッフェ業態レストラン「三尺三寸箸」の継続的な展開と併せ新業態開発や従来の 

   業態のブラッシュアップ、リモデルにより変化するマーケットに適確に対応するとともに柿安のこだわりで 

   ある『美味しさ』そして『食の安全』に向け、生産者とのタイアップによる食材の生産、調達の拡大を進め 

   てまいります。 

    また、人材こそが競争力・運営力の源であり、店舗の増大による規模拡大、会社機能の充実に向け、人材 

   の確保、能力開発を強化してまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

当社には親会社がないため、該当事項はありません。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整 

 備の状況 

イ）当社の内部管理体制につきましては、管理本部（経理部、人事部、経営企画部、総務部）により予算 

  統制、事務統制、適時開示等を行うとともに各事業部間との組織相互間で内部牽制制度を充実させ、 

  業務の適正性や効率性を確保、維持しております。 

ロ）当社全体の内部牽制の強化を担当する重要な部門として社長直轄の内部監査室を設置しております。 

  内部監査室は管理部門及び事業部門の業務全般にわたる内部監査を「監査計画」に基づき実施し、社 

  長へ報告するとともに、会社業務の適正な運営及び財産の保全を図り、不正過誤の発生を未然に防止 

  するよう内部監査を実施しております。 

ハ）社内規定につきましては、取締役規程及び経営会議規程などの基本規程、組織規程、業務分掌規程及 

  び職務権限規程などの経営組織関係規程のほか、人事労務関係規程等に区分し整備、運用しておりま 

  す。これらの規程により、業務運用手順と職務権限を明確にするとともに徹底及び遵守し、効率的な 

  業務運営を行っております。 

 

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1年間における実施状況 

  平成 17 年 4月 1日に「個人情報保護法」が施行されたことに伴い、個人情報保護についての社内体制 

 の構築並びに社員全員に対する教育活動を実施しております。 
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３．経営成績及び財政状態 
 （１）経営成績 

 売 上 高      営 業 利 益      経 常 利 益      中間純利益 １株当たり 
中間純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円
平成 18 年３月中間期 16,147 1,220 1,265 656 53.01 
平成 17 年３月中間期 15,031 1,061 1,083 552 47.68 

増減率(%) 7.4 15.0 16.8 19.0  
 

 
当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や長期金利の上昇懸念などの不安要素はあるもの 

の企業業績の着実な回復や設備投資の増加の他、雇用情勢や個人消費にも改善の傾向が見られるなど全般的 
には緩やかな景気回復基調となりました。 
食関連業界におきましては、消費者の食品の安全性への関心度の高まりに対する表示やトレーサビリティ 

の強化等の企業努力を進めるなかで、米国産牛肉の再度の禁輸措置やＭ＆Ａによる再編の激化など厳しい経 
営環境が続いております。 
このような状況下当社におきましては、新業態の開発や既存業態のブラッシュアップ、従来の主力立地の 

ほかにロードサイドやショッピングセンター立地への展開によるチャネル拡大を進めました。 
精肉店舗では惣菜、揚物等の商品力アップとともに弁当類の導入やこれらの売場の拡大によりミートデリ 

カ商品群の強化を図り、ショッピングセンター(イオンナゴヤドーム前ＳＣ）へ導入しております。 
また、引き続き積極的な出店を行ない、レストラン店舗「三尺三寸箸」5店舗を含め 12店を開設するとと 

もに出店先の改装等に伴ない千葉そごう店（レストラン店舗）をはじめ 7店舗を閉鎖いたしました。 
 

 
＜当中間会計期間の新規開設及び閉鎖店舗＞ 

  [新規開設]   
精 肉 部 門 （精肉店）  ２店舗 

レストラン部門 （三尺三寸箸）  ５店舗 

惣 菜 部 門 （洋惣菜業態） 柿安ダイニング １店舗 

 （中華惣菜業態） 上海 DELI １店舗 

  広東厨房 １店舗 

  上海饅頭店 １店舗 

食 品 部 門  讃岐きしめん大吉 １店舗 

    
  [閉鎖]   
レストラン部門 （日本料理） 柿安 １店舗 

惣 菜 部 門 （中華惣菜業態） 上海 DELI １店舗 

 （その他） 柿次郎 ２店舗 

  揚げものや １店舗 

  串串 １店舗 

  ラージャラージャ １店舗 

 
以上の結果、売上高 161 億 47 百万円（前年同期比 7.4％増）、経常利益 12 億 65 百万円（前年同期比

16.8％増）、中間純利益は 6億 56百万円（前年同期比 19.0％増）となりました。 
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   ＜部門別の状況＞ 
 平成 17 年３月中間期 平成 18 年３月中間期 比較増減 

 
期間 

部門 売上高  構成比 売上高  構成比 増減額  増減率
     百万円    ％    百万円    ％ 百万円    ％
 精 肉 部 門 5,508 36.6 5,756 35.6 248 4.5 
 惣 菜 部 門 6,503 43.3 6,315 39.1 △187 △2.9 
 食 品 部 門 2,133 14.2 2,334 14.5 200 9.4 
 レ ス ト ラ ン 部 門 887 5.9 1,740 10.8 853 96.2 
 合 計     15,031 100.0 16,147 100.0 1,115 7.4

 
 ①精肉部門 

 食肉業界におきましては、米国産牛肉の再度の禁輸措置により、食肉全般の価格が高騰したまま推移し 
ましたが、国内初の和牛のＢＳＥ発生に対しあらためて買い控えがおきることはなく、消費者の牛全頭検 
査による安全性確保への信頼は、より強いものになっております。 
 当社におきましては、畜種別ブランドの見直し、再構築及びミートデリカの充実を図ってまいりました。 
自社ブランド｢柿安牛｣の品質の向上とともに、豚肉においては従来の杜仲茶豚に加え、沖縄産｢あぐー豚｣ 
｢鹿児島 XX(ダブルエックス)｣の生産農家との共同開発を立ち上げ、順次生産頭数を拡大し導入を進め、ま 
た鶏肉でも｢天草大王｣のブランド育成を図りました。 
 また、｢お肉屋さんの惣菜」をコンセプトに｢柿安牛メンチカツ｣｢鹿児島 XX コロッケ｣などの揚物や弁当 
類の強化を行いました。 
 出店につきましては、2店舗（水戸京成精肉店・ジャスコナゴヤドーム前精肉店）を開設しました。 

 ジャスコナゴヤドーム前精肉店は、精肉部門における百貨店以外の新たなチャネルへの出店であり、ミー 
 トデリカの拡大等、より日常の食生活を取り入れた店舗です。 
 この結果、当部門の売上高は、57億 56百万円（前年同期比 4.5％増）となりました。 

 
 ②惣菜部門 
 惣菜部門におきましては、冬場の厳しい寒さや降雪に伴なう野菜の生育不足による食材の高騰、入手難 
や業種業態を越えた新規参入による競争の激化など厳しい環境となりました。 
 このような中、当社におきましては、商品開発及び店舗運営力向上のための人材強化を図りました。 
出店につきましては、新たに中華点心業態「上海饅頭店」を投入するなど 4 店舗（水戸京成ダイニング・
大丸札幌広東厨房、大丸札幌上海饅頭店、東武宇都宮上海 DELI)を開設しました。 
 また、6店舗（東急本店上海 DELI、小倉伊勢丹串串、小倉伊勢丹揚げものや、小倉伊勢丹柿次郎、三越 
名古屋栄本店柿次郎、阪神ラージャラージャ）を閉鎖しました。 
 この結果、当部門の売上高は、63億 15百万円（前年同期比 2.9％減）となりました。 

 
 ③食品部門 
 贈答マーケットにおきましては、お中元・お歳暮は日本人の文化・慣習の変化に伴ない、縮小傾向が続 
いております。 
 一方、『大切な人への贈り物』の拡がりにより、メモリアルギフト市場は拡大しております。 
 このような中、当社におきましては、しぐれ煮製品等の百貨店における店頭承りによる詰合せギフトの  
強化やサテライトショップでの「柿安フェア」のきめ細かい巡回開催を継続するとともに、カタログギフ 
ト専門店へのチャネル強化を進めました。 
 この結果、当部門の売上高は 23億 34百万円（前年同期比 9.4％増）となりました。 

 
 ④レストラン部門 
 外食業界におきましては、個人消費が緩やかに改善する中で、業界内や中食との競合や健康、食の安全 
への対応など厳しい環境が続いております。 
 当社におきましては、引き続きブッフェ業態レストラン「三尺三寸箸」の出店を進めました。 
 前期に「柿次郎」を業態転換し、ロードサイド立地への取り組みを開始しましたが、今期 10月には春 
日井店により本格的にロードサイドに進出し、また 12月には三尺三寸箸ヌーベル日比谷店同様にアップ 
スケールを図った三尺三寸箸ナチュレルホテル日航ビル心斎橋店など計 5店舗（春日井店、ジェイアール 
京都伊勢丹店、ナチュレルホテル日航ビル心斎橋店、東武池袋店、イオンナゴヤドーム前ＳＣ店）を開設 
しました。 

  また、百貨店のリニューアルに伴い、千葉そごう店を閉鎖しました。 
 この結果、当部門の売上高は、17億 40百万円（前年同期比 96.2％増）となりました。 
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 （２）財政状態 
    当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

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、法人税等の支払額、有形固
定資産の取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税引前中間純利益額が、11 億 71 百万円
（前年同期比 8.9％増）と増加したこと等により、前中間会計期間末に比べ 8 億 73 百万円増加（前年同期
比 31.5％増)し、当中間会計期間末には 36億 44百万円となりました。 

 
 当中間会計期間中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、10億 72百万円（前年同期比 19.2％増）とな
りました。これは主に、税引前中間純利益 11億 71百万円、減価償却費 1億 98百万円、たな卸資産の減
少額 1億 20百万円及び法人税等の支払額 4億 13百万円等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、2 億 83 百万円（前年同期比 37.7％減）とな
りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 6億 36百万円、差入保証金の差入による支出 87
百万円及び定期預金の預入と払戻による差引収入 5億円等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、3 億 83 百万円（前年同期比 29.5％増）とな
りました。これは主に、配当金の支払 3 億 9 百万円、長期借入金の返済による支出 73 百万円等によるも
のであります。 

 
  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 16 年 9月期 平成 17 年 9月期 平成 18 年 9月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％）  67.0 67.1 67.2 72.6 73.0 

時価ベースの自己資本比率（％）  163.5 161.4 156.9 156.5 194.9 

債務償還年数（年）  0.9 0.3 0.3 0.2 0.1 

インタレスト･カバレッジ･レシオ 186.7 221.0 490.7 369.0 1,391.9 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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 
１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
２．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上している｢営業活動によるキャッ

シュ・フロー｣及び｢利息の支払額｣を用いております。有利子負債は、貸借対照表に計上している負債のう

ち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。 
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（３）事業等のリスク  
①原材料の価格変動について 
食品に関する衛生問題等による鶏肉及び牛肉の輸入停止や、台風等の自然災害発生の影響などにより、畜産

物、農作物の市場価格が大幅に変動いたします。これらを原材料としている惣菜事業等において原材料の調達価

格や生産原価に影響を受けるなど、原材料の価格変動は、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 
 

②自然災害等について 
地震や台風等の自然災害によって、当社の生産、物流、販売及び情報管理関連施設等の拠点に甚大な被害を

被る可能性があります。当社は、定期的な設備点検を行っておりますが、これらの災害による影響を完全に防止

または軽減できる保証はありません。特に国内生産拠点は三重県桑名市に集中しており、大規模な地震や台風等

の自然災害が発生した場合には、生産活動の停止や製品供給の遅延等により、当社の業績及び財務状況に悪影響

を及ぼす可能性があります。 
 

③法的規制について 
当社は、｢食品衛生法｣に基づいた店舗及び工場の整備、器具の管理、添加物の取扱い、その他の製造工程及

び販売等の管理運営を行っております。平成 8 年にはＯ－157 が国内に発生し、平成 12 年には食品への異物混
入事件の発生、平成 13 年から平成 14 年にかけてはＢＳＥ問題や偽装牛肉、偽装表示等の発生、さらに平成 15
年から平成 16年にかけては鳥インフルエンザが発生し、これらの問題は社会問題にまで発展しております。 
当社は、食品衛生法を遵守し、製造設備の衛生管理には万全の注意を払っておりますが、食品衛生問題は食

品を取り扱う企業にとって不可避の課題であり、今後についても製造及び加工設備を中心とした食品衛生管理体

制の強化を図っていく方針であります。 
しかしながら、今後の社会環境の中でこれらに関する問題が発生した場合には、当社もその影響を受ける恐

れがあり、当社の社会信用度や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

④新規出店計画について 
当社は商圏人口、賃料、競合店の状況等を調査し、投資採算性を総合的に勘案して新規店舗の出店を行って

おります。特にレストラン部門においては、平成 15 年 11 月以降、大型商業施設など従来と異なる新たな立地
にブッフェ業態レストラン「三尺三寸箸」を展開するなど積極的な取り組みを続けております。ただし、景気動

向や消費者の嗜好の変化等による店舗の不採算化、それに伴う退店や業態変更、または出店立地の確保に支障が

発生した場合には、会社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

（４）通期の見通し 

 売 上 高      営 業 利 益      経 常 利 益      当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円

平成 18年９月期 31,763 1,999 2,060 1,070 86.45 
平成 17年９月期 29,159 1,623 1,652 908 74.14 
増減率(%) 8.9 23.2 24.7 17.9  

 
今後の見通しといたしましては、わが国経済は原油の価格動向などの懸念材料もあるものの好調な企業業績

などに支えられ回復基調が続くものと予想されます。 
当社は、このような状況下、引き続きブッフェ業態レストラン「三尺三寸箸」を積極的に展開するとともに

新商品、新業態の開発による新しいマーケットの創造と既存業態の改善による収益性の向上を推し進めてまい
ります。 
通期の業績としましては、売上高 317 億 63 百万円（前期比 8.9％増）、経常利益 20 億 60 百万円（前期比

24.7％増）、当期純利益 10億 70百万円（前期比 17.9％増）を見込んでおります。 
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４．中 間 財 務 諸 表 等 
（1）中間貸借対照表                                  （千円単位未満切捨） 

  前中間会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度の貸借対照表 
（平成17年９月30日現在） 

区分 注記
番号 金 額 構成比 

（％） 金 額 構成比 
（％） 金 額 構成比 

（％） 

（資産の部）     
Ⅰ 流動資産    
１．現金及び預金  3,371,070 4,244,942  4,338,996 
２．売掛金  1,915,379 2,067,698  1,909,130 
３．商品  4,198 3,675  3,702 
４．製品  148,341 142,239  130,313 
５．原材料  99,304 104,869  104,740 
６．仕掛品  209,069 212,127  344,072 
７．貯蔵品  6,229 6,769  7,010 
８．前払費用  10,774 12,024  17,572 
９．繰延税金資産  140,949 143,631  155,988 
10．その他  14,387 38,886  14,727 

流動資産合計   5,919,707 51.9 6,976,865 53.8  7,026,252 55.8
Ⅱ 固定資産     
(1）有形固定資産 ＊１    
１．建物 ＊２ 1,673,060 2,079,101  1,647,083 
２．構築物  32,325 32,564  29,510 
３．機械及び装置  162,138 190,391  158,967 
４．車両運搬具  1,996 345  356 
５．工具器具及び備品  428,334 509,889  405,646 
６．土地 ＊２ 2,143,220 2,073,314  2,143,220 
７．建設仮勘定  － 1,804  125,118 
有形固定資産合計  4,441,075 39.0 4,887,410 37.7 4,509,903 35.9
(2）無形固定資産     
１．借地権  5,690 5,690  5,690 
２．ソフトウェア  48,676 41,496  47,177 
３．電話加入権  11,576 11,576  11,576 
４．電信電話施設 
  利用権  126 117  121 

無形固定資産合計  66,069 0.6 58,880 0.5 64,565 0.5
(3）投資その他の資産     
１．投資有価証券  292,790 360,071  323,556 
２．関係会社株式  15,900 15,900  15,900 
３．出資金  160 160  160 
４．長期前払費用  98,625 142,947  104,182 
５．繰延税金資産  215,596 129,464  207,816 
６．差入保証金  345,345 391,938  326,209 
７．その他  6,002 3,270  5,295 
８．貸倒引当金  － △1,200  △1,200 

投資その他の資産合計  974,421 8.5 1,042,552 8.0 981,919 7.8
固定資産合計   5,481,566 48.1 5,988,843 46.2  5,556,388 44.2
資産合計   11,401,274 100.0 12,965,709 100.0  12,582,641 100.0
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  前中間会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度の貸借対照表 
（平成17年９月30日現在） 

区分 注記
番号 金 額 構成比 

（％） 金 額 構成比 
（％） 金 額 構成比 

（％） 

（負債の部）     
Ⅰ 流動負債     
１．買掛金  1,058,467 1,071,781  975,272 
２．１年内返済予定 
     長期借入金 

＊２ 166,800 115,200  125,400 

３．未払金  334,140 396,485  262,281 
４．未払法人税等  543,818 473,188  448,341 
５．未払消費税等  94,738 150,328  113,704 
６．未払費用  561,698 621,765  559,270 
７．前受金  9,980 2,860  4,569 
８．預り金  32,408 32,713  34,892  

９．賞与引当金  216,953 220,132  239,469 
10．役員賞与引当金  － 13,440  － 
11．その他  4,588 9,738  18,865 
流動負債合計  3,023,594 26.5 3,107,634 24.0  2,782,068 22.1

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ＊２ 115,200 －  63,200 

２．退職給付引当金  39,980 38,228  41,755 
３．役員退職慰労 

       引当金 
 558,610 327,141  566,610 

４．長期前受収益 － 31,879  － 
固定負債合計  713,790 6.3 397,248 3.0  671,565 5.3
負債合計   3,737,385 32.8 3,504,883 27.0  3,453,634 27.4

     
（資本の部）     
Ⅰ 資本金   692,693 6.1 1,238,441 9.5  1,238,441 9.9
Ⅱ 資本剰余金     
 資本準備金  498,293 1,044,026  1,044,026 
 資本剰余金合計   498,293 4.4 1,044,026 8.1  1,044,026 8.3

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  125,539 125,539  125,539 

２．任意積立金  5,505,415 6,003,303  5,505,415 

３．中間(当期)未処分
利益 

 782,913 952,185  1,139,052 

   利益剰余金合計   6,413,868 56.2 7,081,028 54.6  6,770,007 53.8
Ⅳ その他有価証券 
     評価差額金 

  59,034 0.5 97,475 0.8  76,532 0.6

Ⅴ 自己株式   △1 △0.0 △145 △0.0  △1 △0.0
資本合計   7,663,888 67.2 9,460,825 73.0  9,129,007 72.6
負債･資本合計   11,401,274 100.0 12,965,709 100.0  12,582,641 100.0
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（２）中間損益計算書                                （千円単位未満切捨） 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記
番号 金 額 百分比 

（％） 金 額 百分比 
（％） 金 額 百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   15,031,775 100.0 16,147,308 100.0  29,159,151 100.0

Ⅱ 売上原価   7,898,583 52.5 8,733,165 54.1  15,477,368 53.1

売上総利益   7,133,191 47.5 7,414,142 45.9  13,681,782 46.9

Ⅲ 販売費及び 
    一般管理費   6,072,004 40.4 6,193,438 38.3  12,058,540 41.3

営業利益  1,061,187 7.1 1,220,703 7.6  1,623,242 5.6

Ⅳ 営業外収益 ＊１  27,680 0.2 48,453 0.2  54,978 0.2

Ⅴ 営業外費用 ＊２  5,538 0.1 4,069 0.0  25,705 0.1

経常利益   1,083,330 7.2 1,265,087 7.8  1,652,515 5.7

Ⅵ 特別利益 ＊３  168 0.0 4 0.0  168 0.0

Ⅶ 特別損失 ＊４,５  7,871 0.0 93,876 0.5  30,026 0.1

税引前中間 
(当期)純利益 

  1,075,627 7.2 1,171,215 7.3  1,622,657 5.6

法人税，住民税 
及び事業税 

＊７ 512,000 438,000  722,000 

法人税等調整額 ＊７ 11,598 523,598 3.5 76,523 514,523 3.2 △7,510 714,489 2.5

中間(当期) 
純利益 

  552,028 3.7 656,692 4.1  908,167 3.1

前期繰越利益   230,885 295,492   230,885

中間(当期) 
未処分利益 

  782,913 952,185   1,139,052
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（３）中間キャッシュ・フロー計算書                         （千円単位未満切捨） 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度の 
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

区分 注記
番号 金 額 金 額 金 額 

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  1,075,627 1,171,215 1,622,657 
減価償却費  168,281 198,072 362,820 
減損損失  － 79,344 － 
賞与引当金の増減額  △378 △19,337 22,138 
役員賞与引当金の増加額  － 13,440 － 
退職給付引当金の増減額  1,040 △3,527 2,815 
役員退職慰労引当金の減少額  △14,482 △239,469 △6,482 
貸倒引当金の増減額  △168 － 1,031 
受取利息及び受取配当金  △2,545 △2,887 △4,069 
支払利息  1,976 872 3,424 
新株発行費  － － 14,175 
有形固定資産除却損  2,442 11,616 16,059 
有形固定資産売却損  508 738 1,803 
売上債権の増加額  △236,994 △160,277 △251,618 
たな卸資産の減少額  173,676 120,156 50,982 
仕入債務の増加額  188,846 96,508 121,115 
未払消費税等の増減額  △34,918 36,624 △15,952 
役員賞与の支払額  △30,000 △36,000 △30,000 
その他  135,542 216,672 79,179 
小計  1,428,454 1,483,763 1,990,082 
利息及び配当金の受取額  2,561 2,877 4,092 
利息の支払額  △1,834 △770 △3,134 
法人税等の支払額  △529,029 △413,153 △834,505 
営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  900,152 1,072,717 1,156,534 

    
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  △600,000 △600,000 △1,700,000 
定期預金の払戻による収入  600,000 1,100,000 1,200,000 
有形固定資産の取得による支出  △402,964 △636,564 △655,011 
有形固定資産の売却による収入  500 300 500 
投資有価証券の取得による支出  △1,907 △1,390 △3,323 
投資有価証券の売却による収入  － 6 － 
差入保証金の差入による支出  △33,880 △87,362 △66,293 
差入保証金の返還による収入  6,101 21,633 57,649 
その他  △23,007 △80,177 △61,040 
投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △455,158 △283,554 △1,227,519 

  
Ⅲ 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ     
長期借入金の返済による支出  △93,000 △73,400 △186,400 
株式の発行による収入  5,387 － 1,096,867 
株式の発行による支出  － － △14,175 
配当金の支払額  △208,353 △309,672 △208,353 
自己株式取得による支出  － △144 － 
財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  △295,966 △383,216 687,938 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  149,027 405,945 616,954 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,622,042 3,238,996 2,622,042 
Ⅵ 現金及び現金同等物の 
   中間期末(期末)残高 

 2,771,070 3,644,942 3,238,996 
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（４）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10月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

(1）子会社株式 

同左 

 (2）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） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

(1）製品、原材料、仕掛品 

移動平均法に基づく原価法 

(1）製品、原材料、仕掛品 

同左 

(1）製品、原材料、仕掛品 

同左 

 (2）商品、貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2）商品、貯蔵品 

同左 

(2）商品、貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

建物（建物附属設備を除

く）については定額法、そ

の他については定率法 

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

…社内における利用可

能期間（５年）に基

づく定額法 

無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

同左 

無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

同左 

 その他 

…定額法 

なお、耐用年数及び

残存価額について

は、法人税法に規定

する方法と同一の基

準によっておりま

す。 

その他 

同左 

その他 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備

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 

 売上債権等の貸倒損失に備

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。 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備

え、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備

え、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しており

ます。 



 

 - 15 - 
 

項目 

前中間会計期間 

 (自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

 (自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日） 

 (3）役員賞与引当金 
 
 

────── 

(3）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。 

(会計方針の変更） 

 役員賞与については、従来は

利益処分により株主総会の決議

を経て、未処分利益の減少とし

て処理しておりましたが、｢役

員賞与に関する会計基準｣（企

業会計基準第4号平成17年11月

29日）が公表され、｢会社法｣

（平成17年7月26日 法律第86

号）の施行日以後終了する事業

年度に係る中間会計期間から適

用されることとなったことに伴

い、当中間会計期間から発生時

に費用として会計処理すること

としました。 

 この結果、販管費及び一般管

理費が、13,440千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が同額減少しておりま

す。 

(3）役員賞与引当金 

 
 

────── 

 (4）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

給付債務及び年金資産の見込額

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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えて、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備

えて、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 
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項目 

前中間会計期間 

 (自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

 (自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日） 

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。 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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 
   

 

    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10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９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。これにより税引前中間純利益は

79,344千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10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当中間会計期間 

 (自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

 至 平成17年９月30日） 

（外形標準課税） 

 ｢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

29,994千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が同額減少し

ております。 

 

────── 

（外形標準課税） 

 「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、当事業年度から

「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

60,360千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が60,360千円減少

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17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 

（平成17年９月30日現在） 

*1.有形固定資産の減価償却 
累計額 

2,918,526千円 3,171,919千円 3,035,361千円

 
*2.担保に供している資産 
及び対応する債務 

 
(担保資産) 

建物 741,280千円
土地 1,021,455 
計 1,762,735 
  

 
(担保資産) 

建物 717,555千円
土地 1,021,455 
計 1,739,010 

  

 
(担保資産) 

建物 724,661千円
土地 1,021,455 
計 1,746,117 

  
  (対応債務)  (対応債務)  (対応債務) 

 長期借入金  長期借入金  長期借入金 

 (１年内返済予定額を含む)  (１年内返済予定額を含む)  (１年内返済予定額を含む) 
 

265,000千円 115,200千円 188,600千円
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(中間損益計算書関係) 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

受取利息 受取利息 受取利息 *１．営業外収益の主要項目 

198千円 361千円 549千円
支払利息 支払利息 支払利息 *２．営業外費用の主要項目 

1,976千円 872千円 3,424千円
   新株発行費 
   14,175千円
*３．特別利益の主要項目 貸倒引当金戻入益 貸倒引当金戻入益 貸倒引当金戻入益 
 168千円 － 168千円
*４．特別損失の主要項目 固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損 
 7,363千円 13,793千円 26,523千円
 固定資産売却損 固定資産売却損 固定資産売却損 
 508千円 738千円 1,803千円
*５．減損損失 ────── 減損損失 ────── 
 79,344千円
   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しまし
た。 

 

   
場所 用途 種類 

関東地区 
３件 
東北地区 
１件 
九州地区
１件 

店舗 建物 
長期前 
払費用 

中部地区 
１件 

遊休 
資産 

土地 
建物 

 当社は、キャッシュ･フロー
を生み出す最小単位として、
主として店舗を基礎とし、ま
た遊休資産については物件単
位毎にグルーピングしており
ます。 
 店舗は、営業利益が継続し
てマイナスであり、将来の
キャッシュ･フローもマイナス
が見込まれるため帳簿価額の
全額を減損損失として特別損
失に計上しております。遊休
資産は、地価の下落により帳
簿価額を回収可能価額まで減
額し、その減少額を減損損失
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、公表され
ている時価指標を基礎に算定
した評価額によっておりま
す。 

 

 ６．減価償却実施額 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 
 144,276千円 171,031千円 312,583千円
 無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 
 11,156千円 12,947千円 23,197千円
*７．税金費用  当中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、
当事業年度において予定して
いる利益処分による特別償却
準備金の取崩しを前提とし
て、当中間会計期間に係る金
額を計上しております。 

 当中間会計期間に係る納付
税額及び法人税等調整額は、
当事業年度において予定して
いる特別償却準備金の取崩し
を前提として、当中間会計期
間に係る金額を計上しており
ます。 

 
 

────── 
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(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10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間会計期間末

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会計期間末

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17年3月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 
  
現金及び預金勘定 3,371,070千円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△600,000 

現金及び現金同等物 2,771,070 
  

  
現金及び預金勘定 4,244,942千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△600,000 

現金及び現金同等物 3,644,942 
  

  
現金及び預金勘定 4,338,996千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△1,100,000 

現金及び現金同等物 3,238,996 
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①リース取引 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９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、減損損失累計額

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) 

機械及び装置 13,358 183 13,175 

車両運搬具 55,586 17,939 37,647 
工具器具及び
備品 64,573 54,234 10,338 

合計 133,518 72,357 61,161 
 

 

 

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) 

機械及び装置 8,282 1,281 7,000

車両運搬具 55,945 25,424 30,520
工具器具及び
備品 14,739 9,254 5,485

合計 78,967 35,960 43,006
  

 

 

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) 

機械及び装置 13,358 1,028 12,329

車両運搬具 49,261 20,797 28,464
工具器具及び
備品 61,532 57,799 3,732

合計 124,152 79,625 44,526
 

（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）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）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 

 等 

  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 19,212千円 
１年超 41,948 
合計 61,161 

  

 
１年内 12,125千円
１年超 30,881 
 43,006 

  

 
１年内 12,120千円
１年超 32,406 
合計 44,526 

  
（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）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）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、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 
支払リース料 11,728千円 
減価償却費相当額 11,728 

  

 
支払リース料 7,179千円
減価償却費相当額 7,179  

  

 
支払リース料 22,771千円
減価償却費相当額 22,771 

  
(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。 

(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。 

 (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失は 

 ありません。 
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前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

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 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 1,232千円 
１年超 1,738 
合 計 2,970 

  

 
１年内 382千円
１年超 925 
合 計 1,307 

  

 
１年内 655千円
１年超 1,116 
合 計 1,772 
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   ②有価証券 

  （前中間会計期間）（平成 17 年３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 170,572 269,590 99,018

合計 170,572 269,590 99,018
   ２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

   子会社株式 15,900  

   その他有価証券  

   非上場株式 23,200  
 
   （当中間会計期間）（平成 18 年３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 173,376 336,871 163,494

合計 173,376 336,871 163,494
   ２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

   子会社株式 15,900  

   その他有価証券  

   非上場株式 23,200  
 
   （前事業年度）（平成 17 年９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 171,988 300,356 128,367

合計 171,988 300,356 128,367
   ２．時価のない有価証券の主な内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

   子会社株式 15,900  

   その他有価証券  

   非上場株式 23,200  
 
   ③デリバティブ取引 

（前中間会計期間）（自平成 16 年 10 月１日 至平成 17 年３月 31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

（当中間会計期間）（自平成 17 年 10 月１日 至平成 18 年３月 31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

（前事業年度）（自平成 16 年 10月１日 至平成 17 年９月 30 日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 
 

   ④持分法損益等 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 同 左 同 左 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成 16 年 10 月１日 
  至 平成 17 年３月 31 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 17 年 10 月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

前事業年度 
（自 平成 16 年 10 月１日 
  至 平成 17 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 661円80銭 763円78銭 734円08銭 

１株当たり中間(当期)純利益 47円68銭 53円01銭 74円14銭 

潜在株式調整後１株当たり中間 

(当期)純利益金額 

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額 
        47円58銭 
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額 
        52円89銭 
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 
        73円99銭 
 

 
（注） 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。 
 

 
前中間会計期間 

（自 平成 16 年 10 月１日 
  至 平成 17 年３月 31 日） 

当中間会計期間 
（自 平成 17 年 10 月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

前事業年度 
（自 平成 16 年 10 月１日 
  至 平成 17 年９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） 552,028 656,692 908,167 
普通株主に 
帰属しない金額（千円） 

－ － 36,000 

（うち利益処分による 
 役員賞与金（千円）） 

(－) (－) (36,000) 

普通株式に係る 
中間(当期)純利益（千円） 

552,028 656,692 872,167 

期中平均株式数（千株） 11,577 12,386 11,762 
    
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（千株） 23 28 23 
（うち新株予約権） (23) (28)          (23) 

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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５．生産、受注及び販売の状況 
（１）生産の状況                                   （千円単位未満切捨） 

 
前中間会計期間 

自 平成 16 年 10 月 1 日 
至 平成 17 年 3 月 31 日 

 

 
当中間会計期間 

自 平成 17 年 10 月 1 日 
至 平成 18 年 3 月 31 日 

 

 
前事業年度 

自 平成 16 年 10 月 1 日 
至 平成 17 年 9 月 30 日 

      
         期別 
 
品目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 
 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

精 肉      3,466,798 49.0 3,595,525 50.1 6,490,026 48.2
ダイニング 2,543,203 36.0 2,490,318 34.7 4,932,985 36.7
し ぐ れ 煮      722,403 10.2 772,632 10.8 1,354,897 10.1
その他製品 339,455 4.8 317,669 4.4 676,389 5.0
合  計 7,071,861 100.0 7,176,146 100.0 13,454,298 100.0

    （注）１．金額は、製造原価によっております。 
       ２．上記の金額に消費税等は含まれておりません。 
        
 
（２）受注の状況 
     見込み生産を行っており、受注状況について記載すべき事項はありません。 
 
（３）販売の状況                                    （千円単位未満切捨） 

 
前中間会計期間 

自 平成 16 年 10 月 1 日 
至 平成 17 年 3 月 31 日 

 

 
当中間会計期間 

自 平成 17 年 10 月 1 日 
至 平成 18 年 3 月 31 日 

 
前事業年度 

自 平成 16 年 10 月 1 日 
至 平成 17 年 9 月 30 日 

 

       
      期別 
 
 
部門・品目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 
 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
しぐれ煮売上        44,163 43,421  85,666
精 肉 売 上        5,293,601 5,531,708  9,899,709
その他製品売上 74,643 74,784  153,322

 

商 品 売 上        95,921 106,677  196,915
  精 肉 部 門        5,508,331 36.6 5,756,592 35.6 10,335,614 35.5

ダイニング売上 5,745,627 5,692,392  11,161,923
その他製品売上 752,460 621,885  1,468,567

 

商 品 売 上 4,960 1,650  8,311
  惣 菜 部 門        6,503,048 43.3 6,315,928 39.1 12,638,802 43.3

しぐれ煮売上        1,681,559 1,790,747  3,141,053
精 肉 売 上        349,611 382,046  634,281
その他製品売上 102,162 161,361  240,756

 

商 品 売 上        － 35  7,085
 食 品 部 門 2,133,333 14.2 2,334,190 14.5 4,023,176 13.8

料 飲 売 上        861,823 1,713,745  2,115,446
しぐれ煮売上        6,574 6,997  12,317
精 肉 売 上        17,057 17,449  29,916

 

その他製品売上 1,606 2,404  3,877
  レストラン部門 887,062 5.9 1,740,597 10.8 2,161,558 7.4

料 飲 売 上        861,823 ( 5.7) 1,713,745 ( 10.6) 2,115,446 ( 7.3)
しぐれ煮売上        1,732,298 ( 11.5) 1,841,167 ( 11.4) 3,239,037 ( 11.1)
精 肉 売 上        5,660,270 ( 37.7) 5,931,203 ( 36.7) 10,563,906 ( 36.2)
ダイニング売上 5,745,627 ( 38.2) 5,692,392 ( 35.3) 11,161,923 ( 38.3)
その他製品売上 930,873 ( 6.2) 860,436 ( 5.3) 1,866,524 ( 6.4)

 

商 品 売 上        100,882 ( 0.7) 108,363 ( 0.7) 212,312 ( 0.7)
  合   計 15,031,775 100.0 16,147,308 100.0 29,159,151 100.0

    （注）数量については、同一品目の中でも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しております。 
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