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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 137,563 1.9 5,655 △6.2 6,353 5.1

17年６月中間期 135,016 △3.0 6,026 △11.6 6,047 △14.6

17年12月期 279,628 15,070 15,192

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 △5,498 － △50 58

17年６月中間期 1,635 △38.4 15 04

17年12月期 5,697 52 41

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 108,707,462株 17年６月中間期 108,712,312株 17年12月期 108,711,333株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2)財政状態

 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 192,064 67,251 35.0 618 78

17年６月中間期 202,548 71,167 35.1 654 64

17年12月期 202,957 74,150 36.5 682 10

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 108,685,185株 17年６月中間期 108,711,077株 17年12月期 108,708,950株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期   9,314,815株 17年６月中間期   9,288,923株 17年12月期   9,291,050株

２．平成18年12月期の業績予想（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 290,000  16,700  △2,800  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △25円76銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 12.00 12.00 24.00

18年12月期（実績） － －  
－

 18年12月期（予想） － －

※　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ます。実際の業績等は、今

後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 8,028 8,665 13,159

売掛金 578 653 663

たな卸資産 2,581 2,757 3,157

繰延税金資産 479 2,610 4,029

その他 7,626 7,686 7,913

貸倒引当金 △3 △2 △2

流動資産合計 19,291 9.5 22,371 11.7 28,920 14.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２

建物 ※１ 55,256 47,001 54,803

構築物 8,827 6,645 8,415

機械及び装置 10,817 9,231 10,701

土地 ※１ 20,658 19,927 20,663

その他 4,413 3,850 4,079

有形固定資産合計 99,973 49.3 86,656 45.1 98,661 48.6

２．無形固定資産 2,401 1.2 2,239 1.2 2,331 1.1

３．投資その他の資産

投資有価証券 19,342 27,050 22,160

長期貸付金 27,652 19,071 19,918

敷金 13,715 13,696 13,653

保証金 18,134 16,643 17,536

繰延税金資産 8,061 5,486 1,125

その他 3,092 2,916 2,931

貸倒引当金 △7,600 △2,713 △2,950

投資等損失引
当金

△1,627 △1,399 △1,399

投資その他の資産
合計

80,770 39.9 80,752 42.0 72,975 36.0

固定資産合計 183,145 90.4 169,648 88.3 173,968 85.7

Ⅲ　繰延資産

社債発行費 112 45 69

繰延資産合計 112 0.1 45 0.0 69 0.0

資産合計 202,548 100.0 192,064 100.0 202,957 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

買掛金 4,222 3,870 5,459

１年内償還予定社
債

10,000 － 10,000

短期借入金 ※１ 41,450 32,350 32,550

未払費用 10,299 10,278 8,113

未払法人税等 911 846 1,676

賞与引当金 446 439 636

その他 ※３ 6,511 6,028 6,823

流動負債合計 73,841 36.5 53,813 28.0 65,258 32.2

Ⅱ　固定負債

社債 50,000 50,000 50,000

長期借入金 ※１ 6,140 19,490 12,180

その他 1,400 1,509 1,367

固定負債合計 57,540 28.4 70,999 37.0 63,547 31.3

負債合計 131,381 64.9 124,813 65.0 128,806 63.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 12,904 6.4 － － 12,904 6.3

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 26,783 － 26,783

資本剰余金合計 26,783 13.2 － － 26,783 13.2

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 2,952 － 2,952

２　任意積立金 43,322 － 43,322

３　中間（当期）未処
分利益

3,087 － 5,844

利益剰余金合計 49,362 24.3 － － 52,119 25.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

361 0.2 － － 592 0.3

Ⅴ　自己株式 △18,245 △9.0 － － △18,248 △9.0

資本合計 71,167 35.1 － － 74,150 36.5

負債・資本合計 202,548 100.0 － － 202,957 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ  株主資本

１  資本金 － － 12,904 6.7 － －

２  資本剰余金

(1）資本準備金 － 26,783 －

(2）その他資本剰
余金

－ 0 －

資本剰余金合計 － － 26,783 13.9 － －

３　利益剰余金

(1）利益準備金 － 2,952 －

(2）その他利益剰
余金

   

特別償却準備
金

－ 59 －

固定資産圧縮
特別積立金

－ 205 －

別途積立金 － 46,135 －

繰越利益剰余
金

－ △4,034 －

利益剰余金合計 － － 45,316 23.6 － －

４　自己株式 － － △18,307 △9.5 － －

株主資本合計 － － 66,697 34.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評
価差額金

 － －  550 0.3  － －

２　繰延ヘッジ損益  － －  3 0.0  － －

評価・換算差額等合
計

－ －  553 0.3 － －

純資産合計 － － 67,251 35.0 － －

負債純資産合計 － － 192,064 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自平成17年１月１日
至平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自平成18年１月１日
至平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 135,016 100.0 137,563 100.0 279,628 100.0

Ⅱ　売上原価 41,898 31.0 42,986 31.2 86,795 31.0

売上総利益 93,118 69.0 94,576 68.8 192,832 69.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

87,091 64.5 88,920 64.7 177,762 63.6

営業利益 6,026 4.5 5,655 4.1 15,070 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 652 0.5 1,134 0.8 1,242 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 631 0.5 437 0.3 1,120 0.4

経常利益 6,047 4.5 6,353 4.6 15,192 5.4

Ⅵ　特別利益 52 0.0 158 0.1 2,064 0.8

Ⅶ　特別損失
※３
 ,５

2,193 1.6 14,430 10.5 5,567 2.0

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△）

3,906 2.9 △7,918 △5.8 11,688 4.2

法人税、住民税及
び事業税

741 496 1,229

法人税等調整額 1,528 2,270 1.7 △2,916 △2,420 △1.8 4,761 5,991 2.2

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

1,635 1.2 △5,498 △4.0 5,697 2.0

前期繰越利益 1,451  1,451

中間配当額 －  1,304

自己株式処分差損 0  0

中間（当期）未処
分利益

3,087  5,844
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 
 
 利益剰余

金合計

特別償却
準備金

 固定資
産圧縮特
別積立金

別途積　
　立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（百万円）
12,904 26,783 － 26,783 2,952 82 205 43,035 5,844 52,119 △18,248 73,558

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当         △1,304 △1,304  △1,304

任意積立金の積立        3,100 △3,100 －  －

任意積立金の取崩      △23   23 －  －

中間純損失（△）         △5,498 △5,498  △5,498

自己株式の取得           △58 △58

自己株式の処分   0 0       0 0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

            

中間会計期間中の変動額

合計

（百万円）

－ － 0 0 － △23 － 3,100 △9,879 △6,802 △58 △6,860

平成18年６月30日　残高

（百万円）
12,904 26,783 0 26,783 2,952 59 205 46,135 △4,034 45,316 △18,307 66,697

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額

金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日　残高

（百万円）
592 － 592 74,150

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △1,304

任意積立金の積立    －

任意積立金の取崩    －

中間純損失（△）    △5,498

自己株式の取得    △58

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△42 3 △38 △38

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△42 3 △38 △6,899

平成18年６月30日　残高

（百万円）
550 3 553 67,251
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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 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 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）

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

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 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左 同左

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ

　　　　時価法 同左 同左

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

商品　　最終仕入原価法 同左 同左

仕込品　総平均法による原価法

原材料　月別総平均法による原

価法

貯蔵品　最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法（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）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

建物　　　　 15～31年

構築物　　　 10～20年

機械及び装置 　　９年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (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、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

同左 同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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。

同左 同左

(2）投資等損失引当金 (2）投資等損失引当金 (2）投資等損失引当金

関係会社等に対する投資等によ

る損失に備えるため、相手先の財

政状態及び経営成績等を考慮して、

必要額を計上しております。

同左 同左
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項　　　　　　 目 前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度

(3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

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。

同左 従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち、当期の負担額

を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワッ

プ取引については特例処理によっ

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）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　通貨関連

ヘッジ手段

：為替予約取引

：通貨オプション取引

同左 同左

ヘッジ対象

：実質的に為替レート変動

の影響を受ける予定取引

②　金利関連

ヘッジ手段

：金利スワップ取引

ヘッジ対象

：借入金

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針

為替予約取引及び通貨オプショ

ン取引は、予定される海外よりの

食材等の調達取引高の範囲内にお

いて為替変動リスクをヘッジする

目的で、また、金利スワップ取引

は、変動金利借入金に係る金利変

動リスクをヘッジする目的で行っ

ております。

同左 同左
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項　　　　　　 目 前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度

(4）ヘッジ有効性の評価の方法 (4）ヘッジ有効性の評価の方法 (4）ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動が相殺されていること

を確認することにより、有効性の

評価を行っております。ただし、

特例処理によっている金利スワッ

プ取引については、ヘッジ有効性

の事後評価を省略しております。

同左 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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

──────

 

（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。これにより営業利益及び経

常利益が624百万円増加し、税引前中間純損失

が11,819百万円増加しております。

　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。

（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

67,247百万円であります。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　  なお、中間財務

諸表等規則の改正により、当中間会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

──────
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追加情報

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（外形標準課税) ────── （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)に基づき、法人事業税の付加価値割及び資

本割の合計額329百万円を販売費及び一般管理

費として計上しております。

「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

基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

の合計額679百万円を販売費及び一般管理費と

して計上しております。
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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 当中間会計期間末 前事業年度末

※１　担保提供資産及び対応債務 ※１　担保提供資産及び対応債務 ※１　担保提供資産及び対応債務

（担保提供資産）

建物 61百万円

土地 301

計 363

（対応債務）

短期借入金 30百万円

長期借入金 120

計 150

（担保提供資産）

建物 55百万円

土地 301

計 357

（対応債務）

短期借入金 30百万円

長期借入金 90

計 120

（担保提供資産）

建物 58百万円

土地 301

計 360

（対応債務）

短期借入金 30百万円

長期借入金 120

計 150

※２　有形固定資産減価償却累計額 ※２　有形固定資産減価償却累計額 ※２　有形固定資産減価償却累計額

112,086百万円 114,745百万円 113,394百万円

※３　消費税等 ※３　消費税等 ※３　消費税等

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債「その他」に含めて表示

しております。

同左 ─────

４　偶発債務 ４　偶発債務 ４　偶発債務

①　関係会社の運転資金の銀行借入に対

する保証

保証先 金額

㈱ジャパンカーゴ      73百万円

①　関係会社の運転資金の銀行借入に対

する保証

保証先 金額

㈱ジャパンカーゴ      90百万円

雲雀國際股份有限公司 247

 (70,000千NT$)

計 337

①　関係会社の運転資金の銀行借入に対

する保証

保証先 金額

㈱ジャパンカーゴ      76百万円

②　従業員の銀行借入に対する保証 ②　従業員の銀行借入に対する保証 ②　従業員の銀行借入に対する保証

保証先 金額

すかいらーく従業員   9百万円

保証先 金額

すかいらーく従業員  6百万円

保証先 金額

すかいらーく従業員 6百万円

③　その他の銀行借入に対する保証 ③　その他の銀行借入に対する保証 ③　その他の銀行借入に対する保証

保証先 金額

フレッシュシステムズ㈱      813百万円

その他 6

計 820

合計 902

保証先 金額

フレッシュシステムズ㈱      451百万円

その他 3

計 454

合計 798

保証先 金額

フレッシュシステムズ㈱      780百万円

その他 3

計 783

合計 865

５　コミットメントライン契約 ５　コミットメントライン契約 ５　コミットメントライン契約

当社は、機動的な資金調達を行うため

に取引金融機関９行との間で、コミット

メントライン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。

コミットメントラインの

総額
20,000百万円

借入実行残高 20,000 

差引額 － 

当社は、機動的な資金調達を行うため

に取引金融機関８行との間で、コミット

メントライン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。

コミットメントラインの

総額
10,000百万円

借入実行残高 10,000 

差引額 － 

当社は、機動的な資金調達を行うため

に取引金融機関９行との間で、コミット

メントライン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。

コミットメントラインの

総額
20,000百万円

借入実行残高 17,000 

差引額 3,000 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 252 百万円

受取配当金 156

受取利息 253 百万円

受取配当金 539

受取利息 512 百万円

受取配当金 229

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 305 百万円

社債利息 108

支払利息 272 百万円

社債利息 85

支払利息 597 百万円

社債利息 202

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

固定資産処分損 1,550 百万円 固定資産処分損 979 百万円 固定資産処分損 2,721 百万円

（廃棄・除却によるもの） （廃棄・除却によるもの） （廃棄・除却によるもの）

建物 925 百万円

構築物 128

機械及び装置 183

無形固定資産 61

その他 176

建物 490 百万円

構築物 44

機械及び装置 185

無形固定資産 2

その他 239

建物 1,469 百万円

構築物 256

機械及び装置 512

無形固定資産 61

その他 350

（売却によるもの） （売却によるもの） （売却によるもの）

建物 51 百万円

構築物 8

機械及び装置 15

その他 0

建物 8 百万円

構築物 0

機械及び装置 8

その他 1

   

減損損失 12,947 百万円

建物 48 百万円

構築物 7

機械及び装置 14

その他 0

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産 5,280 百万円

無形固定資産 301

有形固定資産 4,461 百万円

無形固定資産 283

有形固定資産 10,877 百万円

無形固定資産 1,328
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

※５　　　　　────── ※５　減損損失 ※５　　　　　──────

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しております。

地域 用途 種類 店舗数
減損損失

 (百万円)

北海道

東北
店舗 建物等 27 675

関東　

甲信越
同上 同上 180 5,031

東海　

近畿
同上 同上 169 4,887

中国　

四国
同上 同上 49 1,277

九州　

沖縄
同上 同上 37 1,074

 合計  462 12,947

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として店舗ごとに資産のグルー

ピングを行っております。店舗の営業損

益が継続してマイナス、又は、資産の市

場価格が帳簿価額より著しく下落してい

る資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（12,947百万円)として特別損失に計上し

ております。

その種類ごとの内訳は以下のとおりで

あります。

建物 8,180 百万円

構築物 1,526

機械及び装置 1,637

土地 678

リース資産 389

その他 534

合計 12,947

なお、当該資産グループの回収可能価

額は主として使用価値により測定してお

り、将来キャッシュー・フロー見積額を

6.0％で割り引いて算定しております。

 

   

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
 前事業年度末株式数

（株)

当中間会計期間

 増加株式数（株)

当中間会計期間

 減少株式数（株)

当中間会計期間末

 株式数（株)

 自己株式

 普通株式（注)

 

9,291,050

 

23,825

 

60

 

9,314,815

 合計 9,291,050 23,825 60 9,314,815

(注)１．普通株式の自己株式の増加23,825株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 ２．普通株式の自己株式の減少60株は、単元未満株式の売却による減少であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

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．借主側

(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

（転貸リースを除く）

（1）借主側

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（転貸リースを除

く）

（1）借主側

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（転貸

リースを除く）

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

建物 85 61 24

機械及び装置 582 509 72

その他
(有形固定資
産)

7,194 3,378 3,816

無形固定資産 253 209 44

計 8,116 4,158 3,957

取得
価額
相当
額
(百万
円)

減価
償却
累計
額相
当額
(百万
円)

減損
損失
累計
額相
当額
(百万
円)

中間
期末
残高
相当
額
(百万
円)

建物 85 73 － 12

機械及び装
置

587 482 － 104

その他
(有形固定資
産)

5,987 2,372 389 3,225

無形固定資
産

68 42 － 25

計 6,729 2,971 389 3,368

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

建物 85 67 18

機械及び装置 644 513 131

その他
(有形固定資
産)

6,540 3,249 3,291

無形固定資産 159 122 36

計 7,430 3,953 3,477

(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 1,392百万円

(35)

１年超 2,846

(147)

合計 4,238

(183)

１年内 1,294百万円

(39)

１年超 2,629

(126)

合計 3,924

(165)

リース資産減損勘定

の残高
332百万円

１年内 1,194百万円

(36)

１年超 2,510

(133)

合計 3,705

(169)

 

（注）上記の（　）内は、転貸リース取引に

係る未経過リース料中間期末残高相当額

で内数であります。

（注）上記の（　）内は、転貸リース取引に

係る未経過リース料中間期末残高相当額

で内数であります。

（注）上記の（　）内は、転貸リース取引に

係る未経過リース料期末残高相当額で内

数であります。

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額（転貸リースを除く）

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（転貸リースを除く）

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額（転貸リースを除く）

支払リース料 860百万円

減価償却費相当額 811

支払利息相当額 41

支払リース料 726百万円

リース資産減損勘定

の取崩額
56 

減価償却費相当額 633

支払利息相当額 36 

減損損失 389

支払リース料 1,670百万円

減価償却費相当額 1,572

支払利息相当額 79

(4）減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 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。

同左　 同左　 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(5）利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 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。

同左　 同左　 

２．貸主側（全て転貸リース）

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 35百万円

１年超 147

合計 183

（2）貸主側（全て転貸リース）

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 39百万円

１年超 126

合計 165

（2）貸主側（全て転貸リース）

未経過リース料期末残高相当額

１年内 36百万円

１年超 133

合計 169

 

 

２．オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内 112百万円

１年超 371

合計 484

２．オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内 111百万円

１年超 422

合計 533

（有価証券関係）

前中間会計期間（平成17年６月30日現在）

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 1,083 2,268 1,184

当中間会計期間（平成18年６月30日現在）

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 6,845 6,754 △90

関連会社株式 436 1,305 868

合計 7,281 8,059 777

前事業年度（平成17年12月31日現在）

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 4,030 5,167 1,136
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（１株当たり情報）

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額(円) 654.64 618.78 682.10

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）(円)
15.04 △50.58 52.41

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

（円)
13.74 － 47.86

  

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、１株当たり中間純損失

であるため記載しておりませ

ん。

 

（注）１．１株当たり純資産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 当中間会計期間 前事業年度

純資産の部の合計額(百万円) － 67,251 －

純資産の部から控除する金額(百万円) － － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

(百万円)
－ 67,251 －

中間期末（期末）の普通株式の数（千株） － 108,685 －

        ２．１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失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 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失

金額

  中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（百万円）
1,635 △5,498 5,697

  普通株主に帰属しない金額

  （百万円）
－ － －

  普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（百万円）
1,635 △5,498 5,697

  普通株式の期中平均株式数（千株） 108,712 108,707 108,711

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（百万円） － － －

  普通株式増加数（千株） 10,327 － 10,327

 （うち新株予約権付社債） (10,327) (－) (10,327)

  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

－

2011年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債（額面

総額30,000百万円）

－
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（重要な後発事象）

 前中間会計期間  当中間会計期間 前事業年度 

  ────── １．2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予

約権付社債の繰上償還について

2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予

約権付社債について、改定された社債要項

及び信託証書に従い、平成18年７月28日（ロ

ンドン時間）に額面金額の113％で本社債全

部（残存額面金額300億円）につき繰上償還

いたしました。

　なお、本社債の繰上償還により当下期に

おいて約3,910百万円の社債償還損が発生し

ております。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

２．第11回及び第12回無担保社債（社債間限

定同順位特約付）の繰上償還について

平成18年７月11日開催の取締役会におい

て、第11回及び第12回無担保社債の社債要

項に繰上償還条項を追加する改定を行うこ

とを目的とする社債権者集会の開催を決議

いたしました。かかる改定が社債権者集会

で承認された場合、第11回無担保社債は額

面100円につき100.945円、第12回無担保社

債は額面100円につき102.59円にて繰上償還

することとなります。繰上償還期日は第11

回無担保社債が平成18年11月22日、第12回

無担保社債が平成18年11月27日を予定して

おります。

　なお、本社債の繰上償還により当下期に

おいて約376百万円の社債償還損が発生する

見込みです。

株式会社トマトアンドアソシエイツの株式

取得（子会社化）について 

１．取得の目的

当該会社は、アーリーアメリカンタイプ

のオーセンティックな洋食レストランとし

て、独自のコンセプトを完成させており、

当社グループにとってもテーブルサービス

市場でのシェアアップにおいて重要な役割

を期待できること、また同社は、近畿圏を

中心に店舗展開しており、約６割が関東地

方に集中している当社グループにとって、

地域補完性という意味で、高いシナジー効

果が発揮できると判断し平成18年３月15日

開催の当社取締役会において株式会社トマ

トアンドアソシエイツの株式126,880株（発

行済株式総数の100％）の取得を決議し、同

日付で同社の株主と株式譲渡契約を締結い

たしました。

２．子会社となる会社の概要

(1）商号

 株式会社トマトンドアソシエイツ

(2）代表者

 代表取締役社長　櫻木　博

(3）所在地

 京都府舞鶴市南浜町10番３

(4）事業内容 

主にハンバーグやステーキを提供するレ

ストラン、焼肉店等の直営による店舗展開

及びフランチャイザーとして加盟店に対す

る原材料の供給と経営指導

(5）主な事業所

 全国に112店舗 （FC店舗を含む）

　　　   （平成18年１月現在）

(6）資本金

  8,000万円

(7）決算期

  ９月30日 

(8）従業員数

  1,902名 (パート・アルバイト含む）

 　　　 （平成18年１月現在）

(9）収益の状況

        売上高     8,245百万円

        経常利益　　 101百万円

        当期純利益　　95百万円

　　　　　　 （平成17年９月期）

(10）資産、負債及び資本の状況　    

        資産合計　 5,390百万円

        負債合計　 4,683百万円

        資本合計　　 706百万円

　　　 （平成17年９月30日現在）
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