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１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （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６月中間期 16,378 (△0.5) 263 (△25.6) 270 (△21.6)

17年６月中間期 16,467 (△0.1) 354 (59.7) 345 (67.5)

17年12月期 33,576  733  692  

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

18年６月中間期 228 (△27.4) 3,262 29 ―――――  

17年６月中間期 314 (520.5) 5,241 19 　　　　―――――  

17年12月期 573  8,804 36 　　　　―――――  

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 －百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 70,000株 17年６月中間期 60,000株 17年12月期 62,707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）連結財政状態 （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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 19,393 10,038 51.8 143,404 53

17年６月中間期 20,299 8,573 42.3 142,890 22

17年12月期 21,832 9,961 45.6 142,000 18

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 70,000株 17年６月中間期 60,000株 17年12月期 70,000株

(3）連結キャッシュ・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

18年６月中間期 824 378 △2,386 2,822

17年６月中間期 1,100 797 △876 4,496

17年12月期 1,132 △835 233 4,006

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 33,608 731 594

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　8,490円37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。
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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（株式会社京樽）、子会社４社及び関連会社１社により構成され

ており、鮨を中心とした食品の製造及び販売を主たる業務としております。

当社グループの事業内容、主な商標（屋号）の特徴及び関係会社の当該事業に関わる位置付けは次のとおりでありま

す。

(1）テイクアウト事業

百貨店・スーパー・ショッピングセンター・駅ビル・駅前・商店街等、立地特性に合った業態で出店しております。

自社工場を活用して生産性の向上を図りながら最終調理は各店舗で行い、手作り感のある鮨・弁当・おむすび・総菜等

の商品を提供しております。

［主な商標（屋号）］

商標（屋号） 商標（屋号）の特徴

京樽
当社の最も代表的なチェーンです。茶きん鮨、上方鮨、江戸前鮨のほか、季

節の弁当、おむすび等を販売しております。

SUSHI COAST

新しいSUSHIを提案するチェーンです。魚介だけでなく、様々な食材を具に

使ったロール鮨（裏巻き鮨）など、従来の鮨の枠にとらわれないSUSHIを提

供しております。

関山
高級上方鮨チェーンです。当社テイクアウト事業の最高級セグメントに位置

し、進物用としての需要も多いブランドです。

ほうらく亭

とんかつ専門店のチェーンです。ＳＰＦポークと呼ばれる無菌豚を使用し、

ヒレかつ・ロースかつ等の揚げ物をメインに、弁当・総菜を販売しておりま

す。

重吉
おむすび専門店のチェーンです。駅コンコース及び駅前に出店し、通勤客の

朝食・ランチ需要に応えております。

上記以外に、Sushi Avenue K's、SUSHI DELISEA、みさきずし、味燈守卓、味燈京樽、京味燈、春夏秋冬、かつれつ

工房、蓬楽亭の屋号で店舗展開をしております。

(2）イートイン事業

鮨専門店、ファミリーレストラン店、回転鮨店等の業態を展開しております。ファミリーレストラン店は郊外の主要

幹線沿いに、鮨専門店・回転鮨店は主要駅ビル・駅前・駅構内等駅周辺の商業施設内に出店しております。

［主な商標（屋号）］

商標（屋号） 商標（屋号）の特徴

すし三崎丸

（鮨専門店）

江戸前鮨の専門店です。にぎり１コ105円（消費税込み）均一という明快な

価格設定と明るいファサード・店内が特徴で、どなたにも気軽にご利用いた

だける店舗です。

海鮮三崎港

（ファミリーレストラン店）

江戸前鮨と和食をメインとする和食のファミリーレストラン店です。当社の

伝統を生かし、ファミリーレストランの枠にとどまらない、こだわりの和食

を提供しております。

海鮮三崎港

（回転鮨店）

でかネタの回転鮨店です。女性が気軽に一人でも利用できるというコンセプ

トで、間隔を大きくとったカウンター席と明るい店舗造作が特徴です。

上記以外に、懐石料理と上方鮨の「京樽総本店」、鮨専門店の「すし遊洛」、ファミリーレストラン店「わのか」、

成田国際空港内店舗、中山競馬場内店舗及び東京競馬場内店舗を運営しております。

(3）その他の事業

外商部門において流通業界への卸販売や、法人・各種団体に向けて弁当の大量受注業務を行っております。その他、

出張パーティ等のケータリング事業、江戸前鮨・とんかつ弁当・釜飯の宅配店、また、当社子会社株式会社新杵におい

て和菓子の製造・販売を行っております。
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［事業系統図］
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（主要株主） 

株式会社加ト吉 

原材料の購入 

 
（兄弟会社等） 

株式会社村さ来本社 

家賃の受取 

 
（兄弟会社等） 

ケイエス冷凍食品株式会社 

原材料の購入 

 
（兄弟会社等） 

株式会社グリーンフーズ 

製品の販売 

（注）　　１．株式会社関山及び株式会社新杵は連結子会社です。

２．中央総合保険サービス株式会社は非連結子会社です。

３．北京飯店京樽日本料理有限公司は関連会社で持分法非適用会社です。

４．日本商券株式会社は非連結子会社でありますが、休眠会社で平成18年中に清算予定であるため、記載し

ておりません。

５．株式会社加ト吉は平成18年３月22日付で株式の譲渡を行ったため、当社の主要株主でなくなりました。

６．会社別の事業内容は以下の通りです。

当社（株式会社京樽） 株式会社関山 株式会社新杵

テイクアウト事業 テイクアウト事業 その他の事業

イートイン事業   

その他の事業   
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関係会社の状況

(1）親会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内

容

議決権の被

所有割合

（％）

関係内容 摘要

株式会社吉野家

ディー・アンド・

シー

東京都新宿区 10,265,485 牛丼の製造販売 50.1
店舗を賃借し

ております

役員の兼任

１名

（注）有価証券報告書を提出しております。

 

(2）連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内

容

議決権の所

有割合

（％）

関係内容 摘要

株式会社関山 東京都港区 10,000
テイクアウト事

業
100.0

当社が営業受

託しておりま

す

役員の兼任

４名

株式会社新杵 東京都清瀬市 85,000 その他の事業 100.0

当社は工場等

の賃貸及び原

材料の仕入を

行っておりま

す

役員の兼任

４名

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

当社は、「『おいしさと健康』を提供する食ビジネスを通じて、楽しく豊かなパーソナルライフの実現と生活文化

の向上に貢献する。」を経営理念として、持ち帰り鮨をはじめとする、総菜・弁当販売等の中食（なかしょく）事業、

レストラン・回転鮨・江戸前鮨店といった外食事業、また宅配鮨・出張パーティなどのケータリング事業を通じて、

いつでも変わらぬ「おいしさと健康」をお客様にお届けできるよう、努力を重ねております。医食同源へのこだわり

や、食品の安全性に対する関心がますます高まっている現在、より健康的な商品をお届けしつづけることは勿論のこ

と、『食』を通じて豊かな暮らしを満喫していただくことが、当社に課せられた使命であると考えております。すべ

てはお客様の笑顔のために。私たち『京樽』は、これからも無限の可能性を持つ食ビジネスに全力で挑戦しつづけて

まいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社グループは、常に企業価値を向上させることによって、株主利益を増大させることを目指しております。従い

まして株主への利益還元のため、株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の増大が重要

な課題であると考えております。将来の事業展開と財務体質強化のために内部留保の充実を考慮しつつ、業績動向な

らびに配当性向等を総合的に勘案して株主への利益還元を行うことを基本方針としております。

(3）投資単位引下げに関する考え方及び方針等

当社は、株式市場での流動性を向上させ、より広範な投資者の参加を促す観点から、投資単位は50万円以下を目安

に考えております。

(4）目標とする経営指標

当社グループは、当面の中長期の目標として売上高400億円、営業利益20億円を目指しております。具体的には、

工場部門の稼働率の向上と労働生産性の向上による原価低減のための施策、テイクアウト事業においては業態の再編

成による活性化、イートイン事業については新規出店等による規模の拡大をもって増収増益を目指します。

－ 5 －



(5）中長期的な経営戦略

前記目標を達成するため、テイクアウト事業におきましては、優良立地を生かした新業態（SUSHI COAST等）への

変更など店舗の再配置等を通じて個々の業態強化を図ってまいります。また新たな試みとして、食品スーパーの総菜

コーナーに京樽の看板をかかげ、その下のケースに当社商品群を陳列、お客様にセルフで商品をお取り頂き、スー

パーのレジで精算する、非対面販売方式の店（非対面販売方式店舗）を駅前食品スーパーを中心に展開を図ります。

イートイン事業におきましては、江戸前鮨のすし三崎丸、海鮮三崎港（回転鮨）の積極的な出店により増収増益を

図ってまいります。既存のファミリーレストランにつきましてもコンセプトを含めた見直しを行い全面改装等を通じ

て店舗の活性化を図ってまいります。その他の事業におきましては、その中心である外商部門が、新たな投資を要し

ない利益率の高いビジネスであることから今後とも事業の拡大を図ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

当社グループは、従来までの「コスト構造の変革」に軸足を置いた経営から、「成長」に軸足を置いた経営への転

換を図っております。

テイクアウト事業におきましては、昨年までは客数の増加と反比例するように客単価が下がっており、この客単価

の低下傾向に歯止めをかけることが、一つ目の課題であります。当中間期の既存店客数は前年同期比△0.8％微減し

ておりますが、客単価を押し上げる施策が徐々に奏功し、客単価前年同期比は0.6％ではありますが増加しました。

二つ目の課題は、「新業態店舗の育成」であります。ロール系店舗（「SUSHI DELISEA」、「SUSHI COAST」等）や

「味燈守卓」そして江戸前中心の持ち帰り鮨店「みさきずし」を、多店舗展開が可能な業態に仕上げていく必要があ

ります。又、新しい試みとしては、非対面販売方式店舗の出店です。この業態は、駅前の好立地に食品スーパーが増

加する状況の中では、今後積極的に取組むべき課題と考えており、当中間期では４店の出店を行いました。

次にイートイン事業におきましては、成長の牽引役として期待する「すし三崎丸（鮨専門店）」や「海鮮三崎港

（回転鮨店）」の出店を計画しております。駅ビル・駅隣接の商業ビルを中心に計画を推し進めてまいりますが、前

期末、路面店として出店した「すし三崎丸人形町二丁目店」の売上が順調に推移していることから、駅周辺の有力な

路面店の開発も行っていく計画です。事業の再構築が必要なファミリーレストラン店29店は、山の幸をメニューの中

心に据えた「わのか」へ業態転換した店舗の損益が順調に推移していることから、順次転換を図ってまいります。

その他の事業におきましては、外商事業の拡大が中心課題となります。現在、流通業界への卸販売や、法人・各種

団体に向けての弁当の大量受注業務を行っておりますが、イベントホールへの進出など引続き販路の拡大が重要と考

えております。又、和菓子の「新杵」につきましては、新規出店と季節商品の充実を図ることが重要と考えておりま

す。

成熟した業態を再度成長業態に造り変えていくためには、従来までとは明らかに異なる新しい発想や視点の当てか

たが必要と考えております。不透明で厳しい環境は今後も続くという前提のもと、上記施策を着実に実施しながら成

長を確固たるものにして参る所存です。

(7）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、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の

一つと考えております。コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず全従業員が認識し実践することが重

要であると考えております。すなわち、「我々京樽の従業員は、損得よりも善悪を優先して行動する」を最も重要

な行動規範とし、周知徹底を図っております。
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②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

当社は監査役制度を採用しており、取締役会・経営連絡会・監査役会の各機関があります。

取締役会は、社外取締役２名を含む取締役９名により公正な経営の実現を目指しております。

経営連絡会は、取締役会の定める基本方針に基づき、経営の個々の業務執行に関し協力・調整を要する事項等に

ついて協議するため、原則として取締役会開催週を除く毎週１回開催しております。経営連絡会のメンバーは、常

勤取締役及び主要な部長で構成されており、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。常勤取締役は、

経営に関する執行役として担当執行責任部門をもち、経営連絡会において取締役会の定める基本方針に従い個々の

業務執行を決定しております。

監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成され、３名とも社外監査役であります。監査役は、取締

役会及び経営連絡会等当社の重要会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行う

とともに、監査役会で立案した監査計画に従い取締役の業務執行に関して適法性を監査しております。

また、社長の直轄部門として監査室を設置し、内部監査を実施しております。監査室は室長他１名の計２名で構

成され、法令・規程への準拠性や社会的責任を重視する観点から、業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応な

どを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。本年度は、店舗においては現金管理、帳票管理、個

人情報管理を、本部においては現金管理、事務管理、個人情報管理を重点項目として監査しております。

当社は、会計監査人である監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、監査役、

監査室、会計監査人は各々の監査活動の効率化及び更なる質的向上に向けて、相互に様々な連携を図っております。

具体的には、監査役は、会計監査人と連携を図っておりますが、監査室とも都度情報交換を行うほか、監査室の監

査報告会に出席しております。また、監査法人は、監査室の監査結果報告の閲覧及び質問等を行っております。

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下の通りです。

 

 

 

監査役会 

監査役３名 

（うち社外監査役３名） 

 

取締役会 

取締役９名 

（うち社外取締役２名） 

 

監査法人 

 

 
代表取締役社長 

 

監査室 

室長  １名 

担当  １名 

 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

選任・監督 

株  主  総  会 

業務担当取締役 

経営連絡会 

③　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　加藤義和、安部修仁は会社法第２条15号に定める社外取締役の要件を満たしております。加藤義和(平成14年４

月就任)は、株式会社加ト吉の代表取締役執行役員会長兼社長です。当社は同社より原材料の購入を行っておりま

す。安部修仁(平成14年４月就任)は、株式会社吉野家ディー・アンド・シーの代表取締役社長ですが、同社は当社

の親会社であり、平成18年６月30日現在、当社株式の50.1％を所有しております。また、当社は同社より営業店舗

２店舗を賃借しております。なお、当中間期の当社単体決算における同社への賃借料の支払は11,700千円です。

　平塚勝勇、川瀬庸爾及び柳安峻は、会社法第２条16号に定める社外監査役の要件を満たしております。平塚勝勇

（平成15年３月就任）は、当社監査役就任時に株式会社吉野家ディー・アンド・シーの会長付特命部長を退任し、

当社の常勤監査役に就任しております。川瀬庸爾(平成14年３月就任)は、三宅・今井・池田法律事務所に所属する

弁護士ですが、同事務所は当社と法律問題に関しての相談・処理を目的として顧問契約を締結しております。柳安

峻（平成18年３月就任）は、平成９年３月当社管財人代理に就任し、その後平成11年７月当社監査役に就任いたし

ました。平成14年３月に当社監査役を辞任しており、平成18年３月の就任当初は株式会社魚沼ライス及び株式会社

ライスサービスの代表取締役を兼務しておりましたが、平成18年４月に辞任しております。なお、同２社と当社と

の間に原材料仕入等の取引はございません。
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④　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

   当中間期は８回の取締役会を開催し、業務執行を決定いたしました。また、18回の経営連絡会を開催し、取締役

会の基本方針に従って、経営に関する重要な事項を協議いたしました。

　 その他、平成18年４月に施行された「公益通報者保護法」に対応し、「公益通報者保護規程」を定めると共に、

社内相談窓口を総務部および当社労働組合に設置いたしました。さらに、社内報等を通じ、従業員に周知しコンプラ

イアンス体制の強化に努めております。

 

(8）親会社等に関する事項

①　親会社等の称号等

（平成18年６月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株式が上場され
ている証券取引所等

株式会社吉野家ディー・アンド・シー 親会社 50.1  東京証券取引所　市場一部

 

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他当社と親会社等との関係

当社の親会社である株式会社吉野家ディー・アンド・シー及びそのグループは当社と同様に食に関する事業を

行っておりますが、当社は、その中で鮨関連事業に携わっており、グループ内での競合は発生しないものと考えて

おります。

③　親会社等との取引に関する事項

当社は同社よりファミリーレストラン店の海鮮三崎港新習志野店及び回転鮨店の海鮮三崎港東大和店の２店舗を

賃借しております。賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉の上金額を決定しております。な

お、この２店舗については、当社内部管理で使用している店舗貢献利益（本部費等控除前利益）段階でのキャッ

シュ・フローが黒字であることから店舗の賃借は今後も継続していく予定であります。また、同社の子会社である

株式会社ＭＲサービスは、当社の一部店舗において店舗の営繕改装を請け負っております。営繕改装の請け負いに

ついては、株式会社ＭＲサービス以外からも複数見積りを入手し、交渉の上決定しております。なお、営繕改装の

請け負いについては、案件毎の判断となりますが、他社より良い条件と判断されれば今後も継続していく予定であ

ります。

(9）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

　適切な内部牽制が機能し、健全な企業経営が維持されるために、業務効率を考慮しながらも、業務権限の過度の

集中や不適切な意思決定がなされないような組織を構成しております。また、「職務分掌及び職務権限規程」を策

定し、職務の権限と責任を明確にしております。さらに、通常の意思決定においては、稟議制度により独断による

意思決定が行われない仕組みを構築しております。

　その上で、監査室による定期的な業務監査を継続的に行っております。

  また、平成18年５月10日に行われた平成18年度第６回取締役会において、内部統制体制に関する決議をいたして

おります。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近６ヶ月間における実施状況

　監査室は、当中間期において、当社の８部署・３工場及び子会社の中央総合保険サービス株式会社の業務監査を

実施いたしました。また、118の店舗に対して延べ220回の店舗監査を実施いたしました。

　これらの監査結果は、定期的に問題点及び改善点を社長に報告するとともに、被監査部門及び店舗に具体的な助

言・勧告を行っております。さらに、四半期毎に監査報告会を開催し、取締役及び主要部門長に監査結果及び改善

状況の報告を行っております。

(10）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

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）における我が国の経済は、企業業績の回復が個

人消費の改善をもたらし、景気全般としては堅調に推移しておりますが、原油価格の高騰に米国景気の小幅減速懸念

も加わって、成長ペースにやや減速感が出ております。

一方、外食産業におきましては、マーケット規模が縮小する中、店舗数過剰による競争の激化により、依然として

厳しい状況にあります。

このような状況の中、当社グループは、「増収・増益の体質作りによる企業価値の増大」を経営のテーマに、時節

に合わせた商品の開発と販促活動を行ってまいりました。また、食品フロアのリニューアルコンセプトに対応した

「京樽」の改装や「味燈守卓」への業態変更のほか、江戸前テイクアウト専門店「みさきずし」への業態変更、成田

国際空港第１ターミナル内の店を南ウィングのオープンに合わせて「すし遊洛」に業態変更を行う等、積極的に改装

を進めました。既存店売上高は、第１四半期は前年を上回りましたが、第２四半期は特に郊外店舗が降雨等天候の影

響を受け前年を下回ったこともあり、中間期では前年を0.7％下回りました。

店舗数につきましては、11店を出店し17店を退店したことにより、当中間期末の総店舗数は439店舗となりました。

その結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は16,378百万円、前年同期比△0.5％、88百万円減、

営業利益は263百万円、前年同期比△25.6％、90百万円減となり、経常利益は270百万円、前年同期比△21.6％、74百

万円減となりました。さらに、固定資産売却益50百万円、保証金等返還益66百万円を含む特別利益123百万円を計上

する一方で、今後５年間に渡る支払予定利息77百万円の圧縮と資産の効率的運用の観点から、借入金1,650百万円を

返済したことによる借入金スワップ等解約損47百万円、固定資産除却損38百万円を含む特別損失101百万円を計上し

た結果、中間純利益につきましては228百万円、前年同期比△27.4％、86百万円減となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①テイクアウト事業

「京樽」を主力とする鮨部門では、ひな祭り等「ハレの日」の売上強化策や、新たに開発した西京味噌焼バッテラ

等を用いた「バッテラキャンペーン」の継続的な販促活動を行ってまいりました。これらの結果、既存店売上高は、

第１四半期は前年を上回ったものの中間期では0.2％の微減となりました。

店舗数は、食品スーパーの総菜コーナーに京樽の看板をかかげ、その下のケースに当社商品群を陳列、お客様にセ

ルフで商品をお取り頂き、スーパーのレジで精算する、非対面販売方式の店（非対面販売方式店舗）を４店出店し、

不採算等の理由により12店退店した結果、289店舗となっております。これらにより、売上高は8,412百万円、前年同

期比△2.4％、206百万円減となりましたが、営業利益は705百万円、前年同期比2.0％、13百万円増となりました。

②イートイン事業

顧客満足度を高めるために、各業態の特徴に合わせ、旬の食材を用いた「季節フェア」の実施や、ＱＳＣレベルの

向上に努めた結果、既存店売上高は、第１四半期は前年を上回ったものの、５月・６月の天候不順が特に郊外型のレ

ストラン業態に影響し、中間期では1.3％の減少となりました。

店舗数は、鮨専門店５店の出店により114店舗となっております。その結果、売上高は6,543百万円、前年同期比

2.9％、186百万円増となりましたが、営業利益は374百万円、前年同期比△19.0％、87百万円減となりました。

③その他の事業

外商においては、新規チャネルの開拓や積極的な働き掛けによるリピーターの獲得等により拡販を進めております

が、バックシステム等の改善も相まって、催事等を含めた売上高は876百万円、前年同期比3.0％、25百万円増となり

ました。宅配店においては鮨の宅配をメインに行っておりますが、とんかつの宅配に続いて、釜めしをお届けする

「釜膳」の展開に向け、既存店に併設する形で実験を開始しました。

　店舗数は、不採算等の理由により宅配店他５店を退店する一方、新杵店を２店出店し36店舗となっております。そ

の結果、売上高は1,442百万円、前年同期比△4.7％、71百万円減となりましたが、営業利益は80百万円、前年同期比

38.2％、22百万円増となりました。

なお、セグメント毎の営業利益につきましては、本社部門、開発部門に係る人件費及び営業経費等878百万円を配

賦する前の金額で表示しております。また、その他の事業の売上高には、内部売上高19百万円が含まれております。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,184百万円減少し、

2,822百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益292百万円及び減価償却費313百万円

の計上、売上債権の減少655百万円等により824百万円の増加となりました。前中間連結会計期間と比べて276百万円

減少しましたが、これは主に税金等調整前中間純利益81百万円の減少、たな卸資産の減少が64百万円減少したことに

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における投資活動による資金は、投資有価証券の償還による収入500百万円等により378百万円

の増加となりました。前中間連結会計期間と比べ418百万円減少しましたが、これは、主に前中間連結会計期間にお

いて定期預金の払戻による収入が1,000百万円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）

当中間連結会計期間における財務活動による資金は、長期借入金の返済による支出2,192百万円等があったことに

より2,386百万円の減少となりました。前中間連結会計期間と比べて1,510百万円減少しましたが、これは主に前記の

長期借入金の返済によるものであります。

（キャッシュ・フロー指標の推移）

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率 16.1％ 38.9％ 42.3％ 45.6％ 51.8％

時価ベースの株主資本比率 － －  － 61.9％ 58.8％

債務償還年数  3.1年 5.4年 1.9年 3.7年 1.2年

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ
13.3倍 8.1倍 21.4倍 11.9倍 27.3倍

　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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

(中間期の債務償還年数:有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）)

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．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

３．平成16年12月期及び平成17年中間期の時価ベースの株主資本比率については、当社株式は非上場・非

登録でありますので記載しておりません。

(3）通期の見通し

　景気全般としては堅調に推移しておりますが、原油価格の高騰に米国景気の小幅減速懸念も加わって、成長ペース

にやや減速感が出ております。

　外食産業における「持ち帰り米飯・回転鮨」カテゴリーの平成18年１月～６月の既存店売上高前年比は、95.3％と

なっておりますが、当社は99.3％と微減となっているものの、ほぼ前年の水準を維持しております。通期においては、

この水準を維持しつつ新規出店店舗が売上高増に貢献することもあり増収増益が見込まれます。

　平成18年12月期の損益見通しは、売上高が0.1％増の33,608百万円、経常利益は前期比5.7％増の731百万円、当期純

利益は前期比3.6％増の594百万円を見込んでおります。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等にかかるリスク要因となる可能性のある事項は以下のとおりであります。なお、文中におけ

る将来に関する事項は、中間決算短信提出日（平成18年８月11日）現在において、当社が判断したものであります。

①店舗展開について

ア)出店政策について

　当社は、首都圏及び関西を中心に多様な業態で出店しております。新規出店候補地の選定にあたっては、立地条

件、店舗面積、賃借料、差入保証金等の出店条件や近隣の商圏人口、店頭前通行量、乗降客数（駅ビル出店の場合）

及び競合店状況などの当社独自の出店基準を満たすことを条件としております。したがいまして、当社の出店基準

に合致した物件が無い場合は、出店予定数を変更することもあるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、当社は、新規出店の際には、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地・建物所有者であ

る法人、個人が破綻状態に陥り、敷金保証金の全部または一部の回収ができなくなった場合には、当社の財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。なお、出店計画に対応した優秀な人材を確保・採用できない場合には、出店政

策に影響を与える可能性があります。

イ）店舗の撤退について

　立地環境の変化、経営効率の悪化等で収益が悪化し、回復が見込めない店舗につきましては、当社で定めており

ます退店基準に照らし合わせて退店する方針をとっております。退店に伴い、店舗設備等の固定資産除却損の計上

及び契約上の問題で敷金保証金の償却が発生する可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。なお、連結ベースの平成18年６月末現在の敷金保証金は2,209百万円であります。また、当社が出店して

いる百貨店、駅ビル等の都合により当社の退店基準に合致した店舗が退店できない場合や、当社の意志によらない

退店を余儀なくされる事があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②原材料の市場の動向について

　当社では、原材料として多くの水産物、農畜産物等を使用しております。原則として購入先を複数とし安定的に

購入量を確保できるようにしております。しかしながら、昨今問題となっております、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、

残留農薬問題等の例にも見られるとおり、原料そのものの使用が禁止となる場合があります。また、平成５年に発

生した冷夏による米の大凶作といった自然現象による脅威も考えられます。このような場合は、産地の変更や仕入

ルートの変更等により購入価格の上昇を最小限にするよう対処しております。しかしながら、これらの要因で購入

価格の著しい上昇が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社では、水産物、農

畜産物について、一部海外産を原材料として購入しております。これらの原材料は全て商社又は加工メーカーを介

して購入し、為替の変動による価格の変動を極力抑えておりますが、極端な為替の変動が発生した場合は、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

③競合について

　外食産業においては、産業全体での売上高が縮小傾向にあるにも拘わらず店舗数は依然増加傾向にある上、コン

ビニエンスストアによる弁当、総菜類の販売といった他産業からの参入もあり、非常に厳しい競合状態にあると言

えます。

　当社といたしましては、他社との差別化を図りお客様のニーズに対応しておりますが、事業環境の悪化、類似業

態の出店等により競争が激化した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④法的規制について

ア）食品衛生法

　食品を調理・製造し提供するには、食品衛生法に基づく営業許可が必要であります。この営業許可は、店舗及び

工場毎に必要であり、許可証はその店舗又は工場を管轄する保健所が発行いたします。したがいまして、当社で経

営している店舗及び工場では、食品衛生責任者を所管保健所に届け出ると共に営業許可を受けております。営業許

可は、前述のとおり店舗及び工場毎に発行され、各店舗及び工場毎に有効期限が定められております。なお、主要

な事業活動の前提となる工場での有効期限は以下のとおりです。

工場名 許可の有効期限 営業の種類

福島工場 平成23年11月30日 魚肉ねり製品製造業、ソース類製造業、そうざい製造業

 平成24年11月30日 食品の冷凍又は冷蔵業

船橋工場 平成24年２月29日 飲食店営業

幸手工場 平成22年２月28日 飲食店営業、そうざい製造業

　この営業許可は、食品衛生法に違反した場合は、厚生労働大臣又は都道府県知事により取消となる場合がありま

す。また、当該施設が食品衛生法上定められている施設基準等を満たしていない場合は、営業許可の更新が認めら

れず、その継続に支障を来たすことがあります。当社といたしましては、品質管理室を設置して衛生管理について

の指導を実施している他、外部検査機関による定期的な衛生検査を実施して、安全な食品の提供を行っております。

また、原材料についても、購入先に対して産地、加工工程、使用添加物等を記載した商品規格書の提出を求め、安

全な原材料を使用するよう心がけております。しかしながら、食中毒事故等が発生した場合は、食品等の廃棄処分、

営業許可の取り消し、営業停止、信用力の低下等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

イ）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）

　平成13年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」により、年間100トン以上の食品廃

棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品循環資源の再生利用等の実施率を、平成18年度までに20％

に向上させることが義務付けられております。

　当社は、食品リサイクル法でいう対象外食事業者であります。再生利用等を実施するにあたり処理コストの上昇

が見込まれますが、食品リサイクル法に対応した新たな委託処理業者を選定しながらコスト増の最小化に努めてお

ります。しかしながら、工場等で自社処理を行うための設備を購入する等の必要が生じた場合、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

ウ）農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）

平成12年３月31日に告示された「加工食品品質表示基準」に基づき、平成13年４月１日から一般の加工食品に①

名称、②原材料名、③内容量、④賞味期限（消費期限）、⑤保存方法、⑥製造業者等の氏名又は名称及び住所の６

項目を一括して表示することが義務付けられました。

　当社におきましては、ＰＯＳレジに登録されている商品に原材料等のデータを連動させて登録し、商品を製造し

た際に上記６項目が表示されたラベルを発行して商品に貼付することにより対応しております。なお、お客様によ

り安心してお召し上がりいただけるよう、当社では製造時間についても上記６項目と合わせて表示しております。

食に対する消費者の目は年々厳しくなっており、今後表示方法に関する法的規制が変化した場合には、当社におい

てもその対応のため費用負担が生じる可能性があります。

エ）減損会計

　平成15年10月31日に、企業会計基準委員会から「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表され、平成

17年４月１日以後開始する事業年度から減損会計が適用されることとなりました。

　当社は店舗・工場・本部において土地・設備等を保有しており、減損会計を適用した場合損失が発生する可能性

があります。

　⑤会社更生手続とそれに起因する財産及び過去の業績について

ア）会社更生手続開始申立と更生手続の終結決定

　当社は平成９年１月19日に東京地方裁判所に会社更生法に基づく更生手続開始の申立を行い事実上の倒産を経験

しております。経営破たんした原因は、戦略なきバブル投資、借入金依存体質、資産売却による縮小不均衡及びそ

れらに伴う資金繰り難等が考えられます。その後当社は、経営建て直しのため株式会社加ト吉及び株式会社吉野家

ディー・アンド・シーの支援を受け、そのもとで再建計画を策定し、平成11年７月２日に更生計画の認可決定を受

けました。その方針に基づき会社再建を着実に進め、平成14年２月13日の更生計画変更計画に基づき更生債権等の

債務の弁済を行ったことから、平成14年４月10日付にて裁判所より更生手続の終結決定を受けました。
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イ）当社の財産及び過去の業績について

　当社はこの過程の中で平成９年３月31日現在における会社財産について、会社更生法に基づく財産評定及び債権

調査を行いました。その結果、平成９年３月31日現在の貸借対照表価額を会社更生法の財産評定に基づき評価替え

を行うとともに、76,564百万円の特別損失を計上いたしました。また、平成11年７月２日の更生計画の認可決定に

より当該更生債権の債務免除益61,675百万円を特別利益として計上しております。その後、平成14年４月10日の更

生手続の終結決定を受けた際、一括弁済することにより発生した更生債権の債務免除益9,761百万円を特別利益とし

て計上しております。なお、更生手続及び子会社の清算等により平成18年６月30日現在で7,110百万円の税務上の繰

越欠損金があることから、現状は住民税の均等割のみの計上であり、当分の間法人税等を負担しない見込でありま

す。税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得との相殺に利用することができますが、今後、税務上の繰越欠損金の

繰越期限内に税務上の繰越欠損金を上回る課税所得が発生する、もしくは税務上の繰越欠損金が繰越期限内に利用

できず消滅する場合には、法人税等を負担することになります。なお、平成18年６月30日現在の税務上の繰越欠損

金の繰越期限は当期以降の５年間にわたって、以下のように到来します。

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合計

5,894(百万円) - - - 1,216(百万円) 7,110(百万円)

⑥弁済債務の存在

　前記更生手続の終結に際し、当社は平成14年２月に更生計画変更計画を提出し裁判所によって認可決定を受けて

おります。この変更計画では、各回の分割弁済額につき更生担保権については年５％、一般更生債権については年

７％の割合による複利減価を施した平成14年３月末日における現在価値額の合計額を、平成14年３月29日に一括弁

済をするとし、債権者には、繰上一括弁済を選択しない場合は、当初の更生計画による弁済の選択も可としており

ました。この変更計画に対し、12社が当初の更生計画による弁済を選択しており、その結果、平成18年６月30日現

在で1,581百万円の弁済債務が存在いたします。なお、最終弁済期日は平成26年６月末となっております。

⑦吉野家ディー・アンド・シーグループとの関係について

ア）当社の吉野家ディー・アンド・シーグループ内での位置付けについて

　当社の親会社は株式会社吉野家ディー・アンド・シーであり、平成18年６月30日現在、当社株式の50.1％を所有

しております。同社及びそのグループは当社と同様に食に関する事業を行っておりますが、当社は、その中で鮨関

連事業に携わっており、グループ内での競合は発生しないものと考えております。

イ）親会社との人的関係について

　当社は、更生手続開始の申立以降、株式会社加ト吉及び株式会社吉野家ディー・アンド・シーの支援を受け経営

の建て直しを図ってまいりました。その際、当社の親会社である株式会社吉野家ディー・アンド・シーより、同社

の専務取締役である田中常泰、同社の取締役である阿井正夫、他２名の計４名を営業面を強化するために受け入れ

ました。その後、当社経営に専念するため、平成16年5月25日付で株式会社吉野家ディー・アンド・シーの取締役を

田中常泰は辞任し、阿井正夫は任期満了により退任しております。また、他２名につきましては出向契約を解き、

平成16年４月に株式会社吉野家ディー・アンド・シーに戻っております。なお、平成18年６月30日現在、親会社で

ある株式会社吉野家ディー・アンド・シーの代表取締役社長である安部修仁をコーポレート・ガバナンス強化のた

め、非常勤取締役として受け入れております（平成14年４月就任）。

ウ）吉野家ディー・アンド・シーグループとの取引について

　当社は、親会社である株式会社吉野家ディー・アンド・シーよりファミリーレストラン店の海鮮三崎港新習志野

店及び回転鮨店の海鮮三崎港東大和店の２店舗を賃借しております。賃借料の支払については、近隣の取引実勢に

基づいて、交渉の上金額を決定しております。なお、この２店舗については、当社内部管理で使用している店舗貢

献利益（本部費等控除前利益）段階でのキャッシュ・フローが黒字であることから店舗の賃借は今後も継続してい

く予定であります。その他に保険料の支払を行っておりますが、この保険料の内容は、株主代表者訴訟等により当

社役員が会社に対して責任を負担する場合に被る損害を復活担保する目的とした会社役員賠償責任保険に対する支

払です。１社での保険契約をするよりも、吉野家グループ全体で契約した方が割安となり、当社としても費用的に

メリットがあると考え契約をしております。なお、この保険料の支払については、今後も継続していく予定であり

ます。また、株式会社吉野家ディー・アンド・シーの子会社である株式会社ＭＲサービス（当社の兄弟会社）は、

当社の一部店舗において店舗の営繕改装を請け負っております。営繕改装の請け負いについては、株式会社ＭＲサー

ビス以外からも複数見積りを入手し、交渉の上決定しております。なお、営繕改装の請け負いについては、案件毎

の判断となりますが、他社より良い条件と判断されれば今後も継続していく予定であります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31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  4,538,175   2,868,850   4,053,002  

２．売掛金   1,264,303   1,264,462   1,920,450  

３．有価証券   19,983   －   －  

４．たな卸資産   451,755   524,589   629,464  

５．その他   210,451   261,475   214,673  

    貸倒引当金   △634   △802   △968  

流動資産合計   6,484,035 31.9  4,918,573 25.4  6,816,622 31.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※1,2  2,767,089   2,977,267   2,956,735  

(2）土地 ※2  4,803,666   4,836,315   4,836,315  

(3）その他 ※1  988,515   677,180   695,870  

有形固定資産合計   8,559,271 42.2  8,490,762 43.8  8,488,922 38.9

２．無形固定資産   207,054 1.0  236,171 1.2  258,479 1.2

３．投資その他の資産           

(1）長期性預金   1,200,000   1,200,000   1,200,000  

(2）敷金及び保証金 ※2  2,294,568   2,209,102   2,281,514  

(3）投資不動産 ※1,2  673,466   378,809   427,524  

(4）その他   992,747   2,066,520   2,467,254  

    貸倒引当金   △111,296   △106,248   △108,284  

投資その他の資産
合計

  5,049,486 24.9  5,748,183 29.6  6,268,011 28.7

固定資産合計   13,815,813 68.1  14,475,117 74.6  15,015,412 68.8

資産合計   20,299,848 100.0  19,393,691 100.0  21,832,035 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31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   801,360   805,208   1,155,018  

２．１年以内返済予定
の長期借入金

※3  830,000   500,000   830,000  

３．１年以内返済予定
の長期未払金

※2  63,804   89,500   63,804  

４．未払費用   1,427,969   1,398,801   1,080,762  

５．賞与引当金   256,370   257,874   229,641  

６．その他   947,334   1,005,870   1,208,312  

流動負債合計   4,326,839 21.3  4,057,254 20.9  4,567,539 20.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※3  3,320,000   1,500,000   3,320,000  

２．長期未払金 ※2  1,585,236   1,491,326   1,584,696  

３．退職給付引当金   2,328,538   2,134,674   2,231,906  

４．役員退職慰労引当
金

  54,740   74,620   64,260  

５．その他   111,079   97,498   102,285  

固定負債合計   7,399,595 36.4  5,298,119 27.3  7,303,148 33.5

負債合計   11,726,435 57.7  9,355,374 48.2  11,870,688 54.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,000,000 14.8  － －  3,425,000 15.7

Ⅱ　資本剰余金   －   － －  703,000 3.2

Ⅲ　利益剰余金   5,573,223 27.5  － －  5,832,180 26.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  189 0.0  － －  1,166 0.0

資本合計   8,573,413 42.3  － －  9,961,347 45.6

負債・資本合計   20,299,848 100.0  － －  21,832,035 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

　1　資本金   － －  3,425,000 17.7  － －

2　資本剰余金   － －  703,000 3.6  － －

3　利益剰余金　   － －  5,909,706 30.5  － －

　株主資本合計   － －  10,037,706 51.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

　その他有価証券評価
差額金

  －   611   －  

　評価・換算差額等
　合計

  － －  611 0.0  － －

　純資産合計　   － －  10,038,317 51.8  － －

負債・純資産合計　   － －  19,393,691 100.0  － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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   16,467,626 100.0  16,378,695 100.0  33,576,810 100.0

Ⅱ　売上原価   5,962,488 36.2  5,870,180 35.8  12,210,839 36.4

売上総利益   10,505,138 63.8  10,508,514 64.2  21,365,970 63.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  10,150,770 61.6  10,244,711 62.6  20,632,868 61.4

営業利益   354,368 2.2  263,803 1.6  733,102 2.2

Ⅳ　営業外収益           

１．賃貸収入  175,260   148,124   347,506   

２．その他  32,109 207,369 1.2 35,754 183,879 1.1 58,392 405,899 1.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  50,423   28,599   95,188   

２．賃貸費用  157,563   134,329   313,877   

３．その他  8,459 216,446 1.3 14,036 176,964 1.1 37,439 446,505 1.3

経常利益   345,292 2.1  270,717 1.6  692,496 2.1

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※2 3,053   50,452   31,954   

２．保証金等返還益  64,642   66,543   142,319   

３．貸倒引当金戻入益  30,341   4,141   3,768   

４．その他  － 98,036 0.6 1,957 123,094 0.8 － 178,041 0.5

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※3 22,975   38,836   57,882   

２．減損損失 ※4 16,837   7,364   125,624   

３．貸倒引当金繰入額  29,069   414   5,100   

４．借入金スワップ等
解約損

 －   47,185   －   

５．その他  － 68,881 0.4 7,345 101,146 0.6 8,376 196,984 0.6

税金等調整前中間
(当期)純利益

  374,447 2.3  292,665 1.8  673,554 2.0

法人税、住民税及
び事業税

 59,976 59,976 0.4 64,305 64,305 0.4 100,125 100,125 0.3

中間(当期)純利益   314,471 1.9  228,360 1.4  573,428 1.7
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(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   －  －

Ⅱ　資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  － － 703,000 703,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残
高

  －  703,000

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,258,752  5,258,752

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  314,471 314,471 573,428 573,428

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）残
高

  5,573,223  5,832,180
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(4）中間連結株主資本等変動計算書

   当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日  至　平成18年６月30日）

 （単位：千円） 

株主資本
評価・

換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

前期末残高

(平成17年12月31日)
3,425,000 703,000 5,832,180 9,960,180 1,166

中間連結会計期間中の変動

額

 剰余金の配当 － － △129,500 △129,500 －

 役員賞与の支給 － － △21,335 △21,335 －

 中間純利益 － － 228,360 228,360 －

 株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額）

－ － － － △555

中間連結会計期間中の変動

額合計
－ － 77,525 77,525 △555

当中間期末残高

(平成18年6月30日)
3,425,000 703,000 5,909,706 10,037,706 611
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(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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

    

税金等調整前中間(当期)
純利益

 374,447 292,665 673,554

減価償却費  341,727 313,793 712,359

減損損失  16,837 7,364 125,624

貸倒引当金の増減額(△は
減少額)

 1 △2,200 △2,676

賞与引当金の増加額  31,770 28,233 5,041

退職給付引当金の減少額  △57,364 △97,231 △153,997

役員退職慰労引当金の増
加額

 9,520 10,360 19,040

受取利息及び配当金  △7,438 △13,148 △15,908

支払利息  50,423 28,599 95,188

賃貸収入  △175,260 △148,124 △347,506

賃貸費用  157,563 134,329 313,877

固定資産売却益  △3,053 △50,452 △31,954

固定資産除却損  22,975 38,836 57,882

保証金等返還益  △64,642 △66,543 △142,319

借入金スワップ等解約損  ― 47,185 ―

役員賞与の支払額  ― △21,335 ―

売上債権の増減額（△は
増加額）

 646,736 655,988 △9,410

たな卸資産の増減額（△
は増加額）

 169,700 104,875 △8,007

仕入債務の減少額  △414,938 △349,810 △61,280

未払費用の増加額  353,862 319,595 6,070

その他  △230,576 △235,749 38,355

小計  1,222,291 997,229 1,273,932

利息及び配当金の受取額  7,594 9,644 15,560

利息の支払額  △51,323 △30,156 △95,502

賃貸による収入  176,598 144,448 349,196

賃貸による支出  △157,498 △131,233 △312,492

法人税等の支払額  △97,490 △165,784 △98,333

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,100,171 824,148 1,132,360
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前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

 － △500,000 △5,308

定期預金の払戻による収
入

 1,000,000 495,380 1,000,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △443,971 △208,667 △862,731

有形固定資産の売却によ
る収入

 － － 369,742

無形固定資産の取得によ
る支出

 △10,397 △39,044 △102,047

投資有価証券の取得によ
る支出

 △306 △311 △1,000,612

出資金の取得による支出  － △100,000 △500,000

投資有価証券の償還によ
る収入

 － 500,000 －

投資不動産の売却による
収入

 95,545 92,696 －

敷金保証金の支払による
支出

 △23,670 △37,577 △35,969

敷金保証金の回収による
収入

 180,132 187,980 322,752

その他  196 △11,885 △21,532

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 797,528 378,571 △835,705

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

 △830,000 △2,192,566 △830,000

長期未払金の返済による
支出

 △46,664 △66,714 △47,164

配当金の支払額  － △127,593 －

新株発行による収入  － － 1,111,063

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △876,664 △2,386,874 233,899

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額(△は減少額)

 1,021,035 △1,184,154 530,553

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 3,475,729 4,006,282 3,475,729

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 4,496,764 2,822,128 4,006,282
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び名称 

2社 

㈱関山 

㈱新杵 

(1) 連結子会社の数及び名称

同左

 

 

(1) 連結子会社の数及び名称

同左

 

 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

日本商券㈱ 

中央総合保険サービス㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

日本商券㈱ 

中央総合保険サービス㈱  

（連結の範囲から除いた理由） 

　非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

あります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社の数及び

名称 

　 ──────

(1）持分法適用の関連会社の数及

び名称

 　 ──────

(1）持分法適用の関連会社の数及び

名称

　 ──────

   

   

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

日本商券㈱ 

中央総合保険サービス㈱ 

北京飯店京樽日本料理有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称

同左

 

 

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

日本商券㈱  

中央総合保険サービス㈱  

北京飯店京樽日本料理有限公司

（持分法を適用しない理由） 

　持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分

法の適用から除外しております。 

 

　

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分

法の適用から除外しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3）持分法の適用について特に記載

する必要があると認められる事

項 

 ──────

(3）持分法の適用について特に記

載する必要があると認められ

る事項

  ──────

(3）持分法の適用について特に記載

する必要があると認められる事

項

──────

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項

　すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。 

　同左 　すべての連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①　有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券 

　償却原価法（定額法） 

ａ　満期保有目的の債券

　同左

ａ　満期保有目的の債券

　同左

ｂ　その他有価証券 

　時価のあるもの 

　中間連結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） 

ｂ　その他有価証券

　時価のあるもの

　同左

ｂ　その他有価証券

　時価のあるもの

　連結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）

 　なお、組込デリバティブを

区分して測定することができ

ない複合金融商品は、全体を

時価評価し、評価差額を当中

間連結会計期間の損益に計上

しております。

　なお、組込デリバティブを区

分して測定することができない

複合金融商品は、全体を時価評

価し、評価差額を当連結会計年

度の損益に計上しております。

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 

ａ　半製品 

　移動平均法による原価法 

②　たな卸資産

ａ　半製品

　同左

②　たな卸資産

ａ　半製品

　同左

ｂ　原材料 

　移動平均法による原価法 

ｂ　原材料

　同左

ｂ　原材料

　同左

ｃ　貯蔵品 

　最終仕入原価法による原価法 

ｃ　貯蔵品

　同左

ｃ　貯蔵品

　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法 

　但し、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物付属設備を

除く）については、定額法  

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　同左

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　同左

 

建物及び構築物 10年～15年

機械装置及

び運搬具
5年～9年

工具器具備品 6年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

②　無形固定資産 

　定額法 

　なお、自社利用のソフトウエ

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。 

②　無形固定資産

　同左

 

②　無形固定資産

　同左

 (3) 重要な出資金の評価基準

  ──────

(3) 重要な出資金の評価基準

　最近の決算書に基づく持分相

当額により評価しております。 

(3) 重要な出資金の評価基準

　同左

(4) 重要な引当金の計上基準 

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

②　賞与引当金 

　従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間連結会計期間に負

担すべき支給見込額を見積計上

しております。 

②　賞与引当金

　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担す

べき支給見込額を見積計上して

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、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。 

　なお、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（7年）による

按分額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度より費用処理しており

ます。 

③　退職給付引当金

　同左

　

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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。

　なお、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（7年）によ

る按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度より費用処理してお

ります。

④　役員退職慰労引当金 

　役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、社内規程に基

づく中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。 

④　役員退職慰労引当金

　同左

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、社内規程に基

づく連結会計年度末要支給額を

計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (5) 重要な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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法

　同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

　同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

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いる

ため、特例処理を採用しており

ます。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

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・・借入金利息 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

 

③　ヘッジ方針 

　借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ対象の識

別は個別契約毎に行っておりま

す。 

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジ有効性の評価 

　金利スワップ取引は特例処理

の要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しておりま

す。 

④　ヘッジ有効性の評価

　同左

④　ヘッジ有効性の評価

　同左

⑤　リスク管理 

　金利スワップ契約の締結等は

当社取締役会の承認に基づいて

おります。なお、取引の実行管

理は当社財務経理部で行ってお

ります。 

⑤　リスク管理

　同左

⑤　リスク管理

　同左

 (7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

　消費税等の会計処理 

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　同左

(7) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

　消費税等の会計処理

　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 　連結子会社の資産及び負債の評価

方法は、全面時価評価法によってお

ります。

 　　同左 　　同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 ―――――――――   ――――――――― ①　利益処分又は損失処理の取扱

い方法

　連結会計年度中に確定した利

益処分又は損失処理に基づいて

おります。 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

   ―――――――――

 

   ―――――――――

 

②　連結剰余金計算書の作成の手

続きについて特に記載する必要が

あると認められる事項　

　連結子会社の利益準備金につ

いては、株式取得日以降に発生

した連結持分を利益剰余金に含

めております。 

７．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び容易に

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ヶ月以内に満期日の到来

する短期的な投資であります。 

同左 　同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ――――――――――― (中間連結貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準)  

　　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号　平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日)を適用してお

ります。 

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は10,038,317千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

  ―――――――――――
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　「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日以降に開始する連結会計年度より

外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間連結会計期間から「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）

に伴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。

 ―――――――――― 　「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日以降に開始する連結会計年度より

外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当連結会計年度から「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）に伴

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

36,000千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が、

36,000千円減少しております。

 　この結果、販売費及び一般管理費が

71,000千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が、

71,000千円減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

 ※1.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額 ※1.減価償却累計額

建物及び構築物 8,012,655千円

有形固定資産「その他」 2,562,933千円

投資不動産 215,531千円

建物及び構築物 7,997,953千円

有形固定資産「その他」 2,585,120千円

投資不動産 286,996千円

建物及び構築物 7,981,874千円

有形固定資産「その他」 2,579,031千円

投資不動産 293,162千円

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

 ※2.担保提供資産及び担保付債務

 　長期未払金1,434,700千円及び

１年以内返済予定の長期未払金

58,730千円の担保として供してい

るものは、次のとおりであります。

※2.担保提供資産及び担保付債務

　長期未払金1,350,800千円及び

１年以内返済予定の長期未払金　

83,900千円の担保として供してい

るものは、次のとおりであります。

※2.担保提供資産及び担保付債務

　長期未払金1,434,700千円及び

１年以内返済予定の長期未払金　

58,730千円の担保として供してい

るものは、次のとおりであります。

定期預金 31,406千円

建物 646,413千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 21,235千円

投資不動産 37,634千円

計 2,925,800千円

定期預金 36,715千円

建物 614,092千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 15,926千円

投資不動産 160,427千円

計 3,016,271千円

定期預金 36,715千円

建物 629,838千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 15,926千円

投資不動産 161,450千円

計 3,033,041千円

 ※3.財務制限条項

 　平成14年６月10日（株式会社

みずほ銀行）締結の金銭消費貸借

契約に関し、平成16年12月６日付

の覚書に下記の条項が付されてお

ります。

 ※3.財務制限条項

 　同左

※3.財務制限条項

　同左

  ①　本覚書締結日以降の各決算期の

末日において、当社の貸借対照

表の資本の金額を平成15年12月

決算期末日における貸借対照表

の資本の部の金額の75％及び直

前の決算期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の75％の

いずれか高い方の金額以上に維

持すること。

   

  ②　本覚書締結日以降の各決算期の

末日において、当社の損益計算

書上の経常損益につき、２期連

続して損失を計上しないこと。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ※1.販売費及び一般管理費のうち主

なもの

※1.販売費及び一般管理費のうち主な

もの

※1.販売費及び一般管理費のうち主な

もの

給料賞与 4,373,255千円

賞与引当金繰入額 236,321千円

退職給付費用 178,299千円

役員退職慰労引当

金繰入額
9,520千円

法定福利費 464,980千円

店舗家賃 1,698,431千円

車輌費配送費 506,402千円

減価償却費 262,877千円

給料賞与 4,404,106千円

賞与引当金繰入額 236,848千円

退職給付費用 164,906千円

役員退職慰労引当

金繰入額
10,360千円

法定福利費 482,787千円

店舗家賃 1,700,281千円

車輌費配送費 510,269千円

減価償却費 242,602千円

貸倒引当金繰入額 1,526千円

給料賞与 9,090,744千円

賞与引当金繰入額 211,000千円

退職給付費用 362,941千円

役員退職慰労引当

金繰入額
19,040千円

法定福利費 953,590千円

店舗家賃 3,426,954千円

車輌費配送費 1,019,674千円

減価償却費 552,567千円

貸倒引当金繰入額 1,091千円

 ※2.固定資産売却益の内訳 ※2.固定資産売却益の内訳 ※2.固定資産売却益の内訳

土地 3,053千円 投資不動産 50,452千円 土地 31,954千円

 ※3.固定資産除却損の内訳 ※3.固定資産除却損の内訳 ※3.固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 10,521千円

撤去費用 9,350千円

その他 3,103千円

建物及び構築物 17,940千円

撤去費用 14,644千円

その他 6,251千円

建物及び構築物 20,013千円

撤去費用 21,006千円

その他 16,862千円

※4.減損損失

　当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ております。

※4.減損損失

　当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ております。

※4.減損損失

　当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ております。

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

建物、

工具器

具備品

関東地区 

東京都他

（2店舗）

3,243千円

  
その他の

地区 大阪

府他

（2店舗）

9,534千円

賃貸用

資産

土地 茨城県 4,058千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

建物、

工具器

具備品

関東地区 

東京都他

（2店舗）

3,892千円

  
  

遊休資

産

 土地 東京都  3,471千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用

資産

土地、

建物、

工具器

具備品

等

関東地区 

東京都他

（16店舗）

46,901千円

その他の

地区 静岡

県他

（1店舗）

1,861千円

賃貸用

資産

土地

建物

茨城県 36,862千円

遊休資

産

土地 新潟県他 39,998千円

　当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位に基づ

き資産の用途により、事業用資産

については主に独立した会計単位

である店舗単位で、賃貸用資産及

び遊休資産については物件単位で、

資産のグルーピングを行なってお

ります。ただし、事業用資産のう

ち工場については、生産品が複数

セグメントに共通することから、

共用資産としております。

　当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位に基づ

き資産の用途により、事業用資産

については主に独立した会計単位

である店舗単位で、賃貸用資産及

び遊休資産については物件単位で、

資産のグルーピングを行なってお

ります。ただし、事業用資産のう

ち工場については、生産品が複数

セグメントに共通することから、

共用資産としております。

　当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位に基づ

き資産の用途により、事業用資産

については主に独立した会計単位

である店舗単位で、賃貸用資産及

び遊休資産については物件単位で、

資産のグルーピングを行なってお

ります。ただし、事業用資産のう

ち工場については、生産品が複数

セグメントに共通することから、

共用資産としております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　事業用資産のうち、営業活動か

ら生ずるキャッシュ・フローが継

続してマイナスとなっている店舗

について、賃貸用資産及び遊休資

産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検

討し、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失として計上し

ております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資

産の回収可能価額は、使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3%で割り引いて算

定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は、不動産鑑定士

による評価額等をもとに正味売却

価額により測定しております。

　事業用資産のうち、営業活動か

ら生ずるキャッシュ・フローが継

続してマイナスとなっている店舗

について、賃貸用資産及び遊休資

産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検

討し、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失として計上し

ております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資

産の回収可能価額は、使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを4.3%で割り引いて

算定しております。また、遊休資

産の回収可能価額は、不動産鑑定

士による評価額等をもとに正味売

却価額により測定しております。

　事業用資産のうち、営業活動か

ら生ずるキャッシュ・フローが継

続してマイナスとなっている店舗

について、賃貸用資産及び遊休資

産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検

討し、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失として計上し

ております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資

産の回収可能価額は、使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを4.3%で割り引いて

算定しております。また、遊休資

産の回収可能価額は、不動産鑑定

士による評価額等をもとに正味売

却価額により測定しております。

 　減損損失の内訳は次のとおり

であります。

　減損損失の内訳は次のとおりで

あります。

　減損損失の内訳は次のとおりで

あります。

 事業用資産 賃貸用資産

建物 7,852千円 －

工具器具備品 4,010千円 －

投資不動産  － 4,058千円

その他 915千円 －

計 12,778千円 4,058千円

 
事業用

資産
遊休資産

建物及び構築

物
666千円 － 

工具器具備品 2,512千円 － 

投資不動産 － 3,471千円

その他 713千円 － 

計 3,892千円 3,471千円

 
事業用

資産

賃貸用

資産
遊休資産

建物及

び構築

物

32,479千円  － － 

工具器

具備品
10,428千円 － － 

投資不

動産
－ 36,862千円 39,998千円

その他 5,856千円 － － 

計 48,763千円 36,862千円 39,998千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

    当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日  至　平成18年６月30日）

 １．発行済株式の種類及びに株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間増加

株式数（株）

当中間連結会計期間減少

株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 70,000 － － 70,000

合計 70,000 － － 70,000

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

 

 ３．配当に関する事項

 　　配当金支払額  

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当

額(円)
基準日 効力発効日

平成18年３月28日

定時株主総会
普通株式 129,500 1,850 平成17年12月31日 平成18年３月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結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

と中間連結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連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金 4,538,175千円

預入期間3ヶ月超

の定期預金
△41,411千円

現金及び現金同等

物

4,496,764千円

現金及び預金 2,868,850千円

預入期間3ヶ月超

の定期預金
△46,722千円

現金及び現金同等

物

2,822,128千円

現金及び預金 4,053,002千円

預入期間3ヶ月超

の定期預金
△46,720千円

現金及び現金同等

物

4,006,282千円
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（リース取引)

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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、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、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、減損損失

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)

減損損
失累計
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(機械
装置及び
運搬具)

26,000 15,527 － 10,472

その他有
形固定資
産(工具
器具備
品)

308,715 209,758 12,287 86,670

合計 334,715 225,286 12,287 97,142

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
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(機械
装置及び
運搬具)

35,941 25,647 － 10,294

その他有
形固定資
産(工具
器具備
品)

199,075 158,576 6,755 33,744

合計 235,016 184,223 6,755 44,038

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

その他有
形固定資
産(機械
装置及び
運搬具)

35,941 22,450 － 13,491

その他有
形固定資
産(工具
器具備
品)

327,848 258,064 10,586 59,197

合計 363,790 280,515 10,586 72,688

  （注）取得額相当額は、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。

（注）取得額相当額は、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

相当額及びリース資産減損勘定の

残高

２．未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定の残

高

２．未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定の残高

１年内 65,977千円

１年超 49,340千円

合計 115,318千円

リース資産減損

勘定の残高

12,287千円

１年内 32,562千円

１年超 18,230千円

合計 50,793千円

リース資産減損

勘定の残高

6,755千円

１年内 50,992千円

１年超 32,182千円

合計 83,175千円

リース資産減損

勘定の残高

10,586千円

  （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。

（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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 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、支払利息相当額及び減損損失

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、

支払利息相当額及び減損損失

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、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 36,737千円

リース資産減損勘

定の取崩額
5,031千円

減価償却費相当額 33,367千円

支払利息相当額 2,392千円

減損損失 915千円

支払リース料 31,223千円

リース資産減損勘

定の取崩額
3,954千円

減価償却費相当額 31,223千円

支払利息相当額 －

減損損失 123千円

 （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。

支払リース料 73,014千円

リース資産減損勘

定の取崩額
9,719千円

減価償却費相当額 73,014千円

支払利息相当額 －

減損損失 3,903千円

 （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。

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

 ――――――――――

５．利息相当額の算定方法

 ――――――――――
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（有価証券関係)

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

時価 
（千円）

差額
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借
対照表計
上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)国債・地方債等 19,983 19,998 15 － － － － － －

(2)社債 － － － － － － － － －

(3)その他 － － － － － － － － －

合計 19,983 19,998 15 － － － － － －

２．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

(1)株式 1,360 1,629 268 1,978 2,843 865 1,666 3,317 1,651

(2)債券          

①国債・地方債等 － － － － － － － － －

②社債 － － － 500,000 495,800 △4,200 1,000,000 1,000,000 －

③その他 － － － － － － － － －

(3)その他 － － － － － － － － －

合計 1,360 1,629 268 501,978 498,643 △3,334 1,001,666 1,003,317 1,651

３．時価のない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

中間連結貸借対照表計上額(千円) 中間連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券    

非上場株式(店頭売買株式を除く) 127,890 127,890 127,890

    

－ 34 －



（デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。

 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。
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（セグメント情報)

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）

 
テイクアウ
ト事業
（千円）

イートイン
事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 8,618,783 6,357,030 1,491,813 16,467,626 ― 16,467,626

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 21,496 21,496 △21,496 ―

計 8,618,783 6,357,030 1,513,310 16,489,123 △21,496 16,467,626

営業費用 7,926,763 5,895,167 1,454,738 15,276,669 836,589 16,113,258

営業利益(△営業損失) 692,020 461,862 58,571 1,212,454 △858,086 354,368

　（注）１．事業区分の方法

(1)テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店

(2)イートイン事業・・・・ファミリーレストラン店、鮨専門店、回転鮨店等

(3)その他の事業・・・・・江戸前鮨・とんかつの宅配専門店、弁当販売、和菓子の販売等

２．各区分に属する主要な店舗形態、屋号、販売品目は下表のとおりです。

 店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA、

六歌仙

茶きん鮨、上方鮨、

ロール鮨、江戸前鮨、巻

物

 重吉店 重吉 おむすび

 蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭、

かつれつ工房

とんかつ、弁当、総菜

 関山店 関山 高級上方鮨

 その他のテイクアウト店 きふね、春夏秋冬、味燈京樽、

味燈守卓、京味燈、鮨小路京、

みさきずし

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

 鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

 回転鮨店 海鮮三崎港 江戸前鮨

 その他のイートイン店 （中山競馬場内店舗、成田国際

空港内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、

懐石料理

その他の事業 宅配店 宅配京樽、宅配ほうらく亭 江戸前鮨、とんかつ

 新杵店 新杵 和菓子

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(866,987千円)の主なものは本社部門、開発

部門に係る人件費及び営業経費であります。
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当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 
テイクアウ
ト事業
（千円）

イートイン
事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 8,412,570 6,543,176 1,422,948 16,378,695 ― 16,378,695

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 19,064 19,064 △19,064 ―

計 8,412,570 6,543,176 1,442,012 16,397,759 △19,064 16,378,695

営業費用 7,706,669 6,168,887 1,361,049 15,236,607 878,284 16,114,891

営業利益 705,900 374,288 80,962 1,161,152 △897,348 263,803

　（注）１．事業区分の方法

(1)テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店

(2)イートイン事業・・・・ファミリーレストラン店、鮨専門店、回転鮨店等

(3)その他の事業・・・・・江戸前鮨・とんかつ・釜飯の宅配専門店、弁当販売、和菓子の販売等

２．各区分に属する主要な店舗形態、屋号、販売品目は下表のとおりです。

 店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA

茶きん鮨、上方鮨、

ロール鮨、江戸前鮨、

巻物

 重吉店 重吉 おむすび

 蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭

かつれつ工房

とんかつ、弁当、総菜

 関山店 関山 高級上方鮨

 その他のテイクアウト店 きふね、春夏秋冬、味燈京樽、

味燈守卓、京味燈、鮨小路京、

みさきずし

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

 鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

 回転鮨店 海鮮三崎港 江戸前鮨

 その他のイートイン店 （中山競馬場内店舗、成田国際

空港内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、

懐石料理

その他の事業 宅配店 宅配京樽、宅配ほうらく亭、釜

膳

江戸前鮨、とんかつ、釜

飯

 新杵店 新杵 和菓子

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(908,213千円)は、その主なものは本社部門、

開発部門に係る人件費及び営業経費であります。
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前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

 
テイクアウ
ト事業
（千円）

イートイン
事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 17,483,922 13,095,929 2,996,957 33,576,810 － 33,576,810

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 39,792 39,792 △39,792 －

計 17,483,922 13,095,929 3,036,749 33,616,602 △39,792 33,576,810

営業費用 16,014,534 12,122,630 2,985,536 31,122,702 1,721,005 32,843,707

営業利益(△営業損失) 1,469,388 973,299 51,213 2,493,900 △1,760,797 733,102

　（注）１．事業区分の方法

(1)テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店

(2)イートイン事業・・・・ファミリーレストラン店、鮨専門店、回転鮨店等

(3)その他の事業・・・・・江戸前鮨・とんかつの宅配専門店、弁当販売、和菓子の販売等

２．各区分に属する主要な店舗形態、屋号、販売品目は下表のとおりです。

 店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA、

六歌仙

茶きん鮨、上方鮨、

ロール鮨、江戸前鮨、巻

物

 重吉店 重吉 おむすび

 蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭、

かつれつ工房

とんかつ、弁当、総菜

 関山店 関山 高級上方鮨

 その他のテイクアウト店 きふね、春夏秋冬、味燈京樽、

味燈守卓、京味燈、鮨小路京、

みさきずし

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

 鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

 回転鮨店 海鮮三崎港 江戸前鮨

 その他のイートイン店 （中山競馬場内店舗、成田国際

空港内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、

懐石料理

その他の事業 宅配店 宅配京樽、宅配ほうらく亭 江戸前鮨、とんかつ

 新杵店 新杵 和菓子

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,781,439千円)の主なものは本社部門、開

発部門に係る人件費及び営業経費であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自平成17年１月１日 至平成17年12月31日)において、本邦以外の

国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自平成17年１月１日 至平成17年12月31日)において、海外売上高

がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 142,890円22銭

１株当たり中間純利益金額 5,241円19銭

１株当たり純資産額 143,404円53銭

１株当たり中間純利益金額 3,262円29銭

１株当たり純資産額 142,000円18銭

１株当たり当期純利益金額 8,804円36銭

　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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

　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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

　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、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

　（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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年 6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年 6月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

中間(当期)純利益（千円） 314,471 228,360 573,428

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ － 21,335

(うち利益処分による役員賞与

金（千円））
(－) (－)  (21,335)

普通株式に係る中間(当期)純利

益（千円）
314,471 228,360 552,093

期中平均株式数（株） 60,000 70,000 62,707

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 　平成17年8月18日及び平成17年9月1

日開催の取締役会において、公募新株

式の発行及びオーバーアロットメント

による売出しに関連した第三者割当増

資の決議をし、公募新株式の発行につ

き、平成17年9月20日に払込が完了い

たしました。

────────  ────────

 　この結果、平成17年9月21日付けで

資本金は3,361,250千円、発行済株式

総数は68,500株となりました。

  

1.公募新株式の発行   

 1.公募新株式の発行

（1）発行新株式数　普通株式8,500株

（2）発行価格　 　 1株につき　120,000円

（3）引受価額　　　1株につき　112,800円

（4）発行価額    　1株につき 　85,000円

（5）払込金額の総額 　　　　958,800千円

（6）資本組入額　　1株につき   42,500円

（7）資本組入額の総額　 　　361,250千円

（8）払込期日　　　平成17年9月20日

（9）配当起算日　　平成17年7月1日

（10）募集方法　　ブックビルディング方式

                  による一般募集

（11）資金使途　　設備資金等に充当

2.オ－バ－アロットメントによる売出しに

  関連した第三者割当増資による新株式の

  発行

（1）発行新株式数 普通株式　　　1,500株

（2）発行価額   　1株につき　　85,000円

（3）資本組入額　1株につき     42,500円

（4）払込期日　　平成17年10月18日

（5）割当の方法 　野村證券株式会社に割当

     　　　　　　 てる。

（6）配当起算日 　平成17年7月1日

（7）上記払込期日迄に申込のない株式に

     ついては、発行を打切るものとする。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

当中間連結会計期間の生産実績を生産品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品目

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

金額（千円） 前年同期比(％)

米穀類（シャリ）計 887,751 99.8

 さば加工品 75,357 92.9

 その他魚介類加工品 152,305 93.8

魚介類計 227,663 87.5

 玉子焼き 100,287 90.2

 きんし 68,051 106.8

 その他卵類 38,444 92.7

卵類計 206,784 95.6

 かんぴょう 41,627 101.6

 その他農産物加工品 66,636 99.7

農産物計 108,264 100.4

 和菓子 141,640 95.7

 煮しめ 44,854 103.0

 茶わんむし 35,524 109.2

 その他加工品 236,519 128.1

加工品計 458,539 112.2

振替額 △273,866 87.3

 弁当・鮨詰合せ類 779,212 91.7

詰合せ・弁当類計 779,212 91.7

合計 2,394,349 99.0

（注）　１．金額は、製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．振替額は、米穀類（シャリ）計、魚介類計、卵類計、農産物計及び加工品計から詰合せ・弁当類への振替

額です。

(2）受注状況

該当項目はありません。
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(3）販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
セグメント及び店舗形態の名称

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

売上高 店舗数（店）

金額（千円） 前年同期比(％)
当中間期末
店舗数

前中間
期末比

テイクアウト事業 京樽店 7,211,915 98.2 245 △9

重吉店 327,210 95.6 14 －

蓬楽亭店 222,369 85.8 10 △3

関山店 233,405 99.7 6 －

その他 417,668 94.6 14 －

テイクアウト事業計 8,412,570 97.6 289 △12

イートイン事業 ファミリーレストラン店 2,131,368 95.7 29 －

鮨専門店 2,376,349 111.2 54 8

回転鮨店 1,671,046 102.5 25 －

その他 364,412 100.6 6 △1

イートイン事業計 6,543,176 102.9 114 7

その他の事業 宅配店 197,849 67.9 6 △5

新杵店 348,941 99.6 30 1

外商、催事等 876,157 103.0 － －

その他の事業計 1,422,948 95.4 36 △4

合計 16,378,695 99.5 439 △9

（注）　１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３．各店舗形態の商標（屋号）及び主な販売品目は以下のとおりであります。

 店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA

茶きん鮨、上方鮨、ロール

鮨、江戸前鮨、巻物

 重吉店 重吉 おむすび

 
蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭、かつれ

つ工房

とんかつ、弁当、総菜

 関山店 関山 高級上方鮨

 

その他のテイクアウト店 きふね、春夏秋冬、味燈京樽、

味燈守卓、京味燈、鮨小路京、

みさきずし

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

 鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

 回転鮨店 海鮮三崎港 江戸前鮨

 
その他のイートイン店 （競馬場内店舗、成田国際空

港内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、懐

石料理

その他の事業 宅配店
宅配京樽、宅配ほうらく亭、

釜膳

江戸前鮨、とんかつ、釜飯

 新杵店 新杵 和菓子
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当中間連結会計期間の販売実績を地域ごとに示すと、次のとおりであります。

地域

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日

　　　　至　平成18年６月30日）

売上高 店舗数（店）

金額（千円） 前年同期比(％)
当中間期末
 店舗数

前中間
 期末比

 東京都 7,016,566 100.1 191 1

 神奈川県 3,295,302 98.9 95 △2

 千葉県 2,109,911 98.3 54 △1

 埼玉県 1,517,725 99.7 46 △4

 その他の関東地区 509,665 91.9 13 △2

関東地区計 14,449,171 99.2 399 △8

東北 209,444 101.2 8 －

中部 268,794 96.5 12 △1

近畿 458,211 102.0 15 －

中国 97,219 102.6 4 －

四国 19,696 92.6 1 －

その他 876,157 103.0 － －

合計 16,378,695 99.5 439 △9

（注）　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．地域欄のその他は外商、催事等であります。

当中間連結会計期間の販売実績を流通チャネルごとに示すと、次のとおりであります。

流通チャネル

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日

　　　至　平成18年６月30日）

売上高 店舗数（店）

金額（千円） 前年同期比(％)
当中間期末
店舗数

前中間
期末比

商店街 3,957,671 100.6 116 △2

ターミナル（駅ビル・地下街） 4,417,406 99.3 109 △2

百貨店 2,346,788 100.1 88 －

ショッピングセンター 2,185,307 104.1 84 －

郊外地 2,595,363 92.9 42 △5

その他 876,157 103.0 － －

合計 16,378,695 99.5 439 △9

（注）　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．流通チャネルとは、店舗の立地形態を意味しております。

３．流通チャネル欄のその他は外商、催事等であります。
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