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１．18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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：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 ％

18年６月中間期 5,829 (22.8) 618 (76.6) 571 (55.3)

17年６月中間期 4,747 (18.9) 350 (36.5) 367 (33.0)

17年12月期 10,715 1,516 1,548

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 329 (62.8) 34 61 34 30

17年６月中間期 202 (45.0) 21 33 21 12

17年12月期 871 91 00 90 04
（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 18年６月中間期 9,513,235株 17年６月中間期 9,482,585株 17年12月期 9,482,224株
③会計処理の方法の変更 無
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）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 9,215 6,234 67.7 648 24

17年６月中間期 7,928 5,564 70.2 586 84

17年12月期 8,633 5,999 69.5 631 81
（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 9,616,784株 17年６月中間期 9,482,484株 17年12月期 9,481,084株

②期末自己株式数 18年６月中間期 4,770株 17年６月中間期 3,070株 17年12月期 4,470株

(3）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

18年６月中間期 575 △150 △133 2,075

17年６月中間期 433 △409 △261 1,509

17年12月期 1,586 △1,062 △485 1,784

２．18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 12,800 2,020 1,170

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　121円66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 25.00 25.00 50.00

18年12月期(実績) 25.00 ―
50.00

18年12月期(予想) ― 25.00

（注）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３ページを

参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社の主な事業内容は、アイスクリームの製造及び直営店での顧客への販売並びにフランチャイジーに対するアイス

クリームの販売及び店舗用設備の賃貸をするとともに、小売売上高の一定率と、フランチャイズ契約締結時に一時金を

ロイヤルティとして受取っております。関係会社との関係は次のとおりであります。

　当社はバスキン・ロビンス フランチャイズド　ショップス　エルエルシ－と「ライセンス及び技術援助契約」を締結

しており、日本国内におけるアイスクリーム類の製造・販売並びにフランチャイズ方式によるアイスクリーム販売の組

織化及び運営に関するノウハウの提供を受けております。売上高の一定率をロイヤルティとして同社に支払っておりま

す。また、当社はバスキン・ロビンス フランチャイズド　ショップス　エルエルシ－と台湾国内における「テスト契

約」を締結し、平成20年12月31日までのテスト期間中、台湾において店舗を開発する排他的権利の提供を受けておりま

す。

　また、当社は関係会社（その他の関係会社）である㈱不二家との間に、バスキン・ロビンス31アイスクリーム小売店

の運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他のフ

ランチャイジーと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売

上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。さらに、同社より一部直営店舗の賃借及び原料の購入をしてお

ります。

　また、当社は関係会社である㈱不二家の子会社（関連当事者）である不二家乳業㈱から原料を購入し、不二家テクノ

㈱へ店舗用図面の設計を委託し、㈱不二家フードサービスへアイスクリームの販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、

小売売上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。

　以上述べた企業集団における概要図は次のとおりであります。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は、昭和48年の設立以来、高品質で楽しく夢のあるアメリカンタイプのアイスクリームを紹介し、市場のパイ

オニアとして今日のアイスクリームブームを創出してまいりました。

　世界50カ国以上、5,400店にも及ぶサーティワンアイスクリームのネットワークの中で、当社はアメリカに次ぐ重要

な市場として、北海道から沖縄まで、全国に750店以上もの店舗展開をする日本最大規模のアイスクリーム専門店チェー

ンを築くに至っております。このような成長を遂げることができたのは、サーティワンアイスクリームファミリーの

モットーが、お客様の支持を得られたからだと考えております。それは、“We make people happy.”アイスクリーム

を通じてお客様に幸せを届けるということです。高品質でバラエティ豊かなフレーバーのラインナップに加え、たゆ

まざる新製品開発の努力、そして、チェーン店における“おもてなしの心（ホスピタリティ）”の実践にほかなりま

せん。

　以上により社会・株主・フランチャイズ店・社員の信頼と期待に応え共栄をはかることを経営の基本方針といたし

ております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、業績に対応した利益配分を行うことを基本としつつ、株主への利益還元を重視し、安定した配当政策を実

行していきたいと考えております。

　内部留保資金につきましては、フランチャイズ店の店舗用設備やアイスクリーム生産設備等の購入資金として活用

いたします。

　このような基本方針に基づき、変化の激しい経済情勢や業績などを考慮し、株主各位のご期待に沿うよう努めてま

いります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図る上で、投資単位の引下げは経営上の重要課題と認識し、今後

も慎重に検討を重ねてまいります。

４．目標とする経営指標

　当社は諸施策を実施し、下記の数値目標を達成すべく努力してまいります。

平成18年12月期

売上高 12,800　百万円

経常利益 2,020　百万円

当期純利益 1,170　百万円

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社は、経営の基本方針にてご案内の“We make people happy.”のモットーを今後も継続実践すべく、ひとりでも

多くのお客様に幸せをお届けできるよう新規出店の促進、既存店舗の改装推進および更なる店舗オペレーションの向

上に努め、市場における存続と拡張を図ってまいります。

　また、そのための生産設備体制・物流体制の効率化、本部組織体制など、これに対応すべく様々な投資も適切に実

施してまいります。

　一方、サーティワンアイスクリームの強みであるユニークで話題性のあるアイスクリームフレーバーを毎月日本市

場に投入し紹介していくとともに、季節感のあるサンデーの投入、バラエティ豊かなお持ち帰り商品や、工場一環生

産のアイスクリームのラインナップ強化、各種オケージョン商品の投入など様々なお客様のニーズに応えてまいりま

す。

　更に、サーティワンアイスクリームならではの全国店頭プロモーションやタイアッププロモーションを実施し、お

客様にこれまでにない楽しさや新鮮な驚きを体験していただく“マジカルモーメント”すなわち“魅力的な瞬間”を

提供し続け、存在感をアピールしてまいります。

６．会社の対処すべき課題

　上記　５．に記載したとおりであります。
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７．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等 （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券が上場されている証
券取引所等

株式会社　不二家

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

43.49 株式会社　不二家　東京証券取引所市場一部

ビーアール　ジャパン

　ホールディングス　

エルエルシー

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社

43.49 なし

(2）親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

　上場会社に与える影響が最も大きいと思われる会社は、株式会社不二家とビーアール　ジャパン　ホールディン

グス　エルエルシーであり、その理由は議決権所有割合が同等であることによります。

(3）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係

　当社の取締役７名のうち１名が㈱不二家、１名が㈱不二家の子会社である㈱不二家フードサービス、２名がビー

アール　ジャパン　ホールディングス　エルエルシーの取締役を兼務しております。

　当社は、独立した企業として自主性を確保し、企業価値の最大化を図り、親会社等の経営に貢献していく方針で

す。

　親会社等のグループ会社と取引を行う場合は、他企業と同等の条件で取引することを基本としております。

(4）親会社等との取引に関する事項

　㈱不二家には、アイスクリームの販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売上高の一定率をロイヤルティ

として受取っております。価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっており

ます。

　また、同社より受けている当社直営店舗の賃借については、近隣の取引事例を勘案し双方協議の上決定しており

ます。取引条件的に劣ることはありません。原料の購入についても一般取引と同様、交渉の上市場価格にて購入し

ております。

８．内部管理体制の整備、運用状況

　当社の内部管理体制の整備、運用状況の詳細につきましては、「コーポレート・ガバナンス報告書」を参照して

ください。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資や個人消費が好調に推移し、景気の回復

が続きました。

　当アイスクリーム業界におきましては、年初の1月度より天候に恵まれず、全般的には一進一退の状況でありました。

　このような状況の下で、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のテーマであります“We make people 

happy”「アイスクリームを通じて人々に幸せを。」をスローガンに消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品を

提供し、業績の向上に取り組んでまいりました。

　今年度のマーケティング施策としては、毎年好評を得ておりますアメリカンキャラクターの「スヌーピー」を使っ

た販売促進活動を実施するとともに、４月より新しいツインベリーチーズケーキのおいしさをメインとしたフレーバー

のバラエティさを訴求したテレビコマーシャルを放映いたしました。

　さらにレギュラー・スモールのいずれのサイズに関わらず、ダブルのコーン・カップをお買い上げのお客様全員に

１スクープをプレゼントする「チャレンジ・ザ・トリプル　キャンペーン」を例年同様実施いたしました。この期間

にもテレビコマーシャルで「チャレンジ・ザ・トリプル」を大々的に告知いたしました。

　また、５月９日の「アイスクリームの日」を記念して全国707店舗で夕方の２時間、ユニセフの募金をしてくださっ

たお客様全員にレギュラーシングルコーンを１つプレゼントする「フリースクープナイト」を実施いたしました。

　店舗開発の状況といたしましては、新しい店舗を75店開設するとともに、既設店舗の改装を24店実施いたしました。

その結果、当中間会計期間末の総店舗数は750店となりました。

　製品開発の面では、ニューフレーバーを毎月登場させたほか、フローズンフロート、サンデー、クレープにおいて

10種類の新製品を発表し拡販を図りました。

　以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高58億29百万円（前年同期比22.8％増）、経常利益５億71百万円（前

年同期比55.3％増）、中間純利益３億29万円（前年同期比62.8％増）となりました。

　なお、当中間会計期間においてストックオプションの権利行使が行われ136,000株の普通株式を発行したため、発行

済株式総数は9,621,554株となり、払込金額103,632,000円の資本組入れにより、資本金は726,523,000円、資本準備金

は232,316,000円となりました。

２．財政状態

　設備投資の状況につきましては、フランチャイズの店舗設備の購入などに４億82百万円を投資いたしました。

　資金調達の状況につきましては、前述の設備投資額など、当中間会計期間の所要資金はすべて自己資金で充当し、

外部からの資金調達はおこなっておりません。

　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）の状況につきましては次のとおりであります。

　当中間会計期間におきまして営業活動により得られた資金は５億75百万円（前年同期比32.7％増）となりました。

これは主に税引前中間純利益が５億70百万円、減価償却費が３億72百万円と未払金の増加額が３億24百万円あったほ

か、売上債権の増加額が４億34百万円と法人税等の支払額が３億73百万円あったためであります。

　投資活動に使用した資金は１億50百万円（前年同期比63.1％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出が４億10百万円と長期前払費用の取得による支出が１億85百万円あったほか、投資有価証券の売却による収

入が４億94百万円あったためであります。

　財務活動に使用した資金は１億33百万円（前年同期比48.7％減）となりました。これは主に配当金の支払による支

出が２億36百万円あったほか、株式の発行による収入が１億３百万円あったためであります。

　その結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は20億75百万円となり、期首残高の17億84百万円に対し２

億90百万円の増加となりました。
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（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

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 期末

自己資本比率（％） 73.7 73.2 70.2 69.5 67.7 －

時価ベースの自己資本比率（％） 182.9 191.2 262.5 285.5 272.4 －

債務償還年数（年） － － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － － －

 

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

　　※　株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出

しております。

　　※　各期中及び各期末において有利子負債が無いため、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは

記載しておりません。

３．事業等のリスク

(1）製品の安全性について

　当社では、安全・安心を第一としたより良い商品を通して、お客様に常に満足と感動を感じていただけるアイス

クリーム専門店チェーンの本部を目指しており、ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）を忠実に実行し、品質管理体

制を強化しております。しかし、予見不可能な原因により製品の安全性に疑義が生じ、製品回収や製造物責任賠償

が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(2）為替動向に関するリスク

　当社では、輸入原材料を原材料全体の30％程度使用しており、一部デリバティブ取引によるヘッジ等を行い為替

の安定に努めておりますが、為替が急激に円安に振れるような事態が発生した場合は、輸入原材料の高騰が考えら

れ、その結果売上原価が悪化し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(3）異常気象の発生

　当社は事業の特性上、売上が天候に左右される傾向にあります。従いまして冷夏等の異常気象が発生した場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

４．通期の見通し

　今後におけるわが国経済は、景気が回復してきたとはいえ、原油価格の高騰による経営環境の厳しい状況が予想さ

れ、個人消費にも影響が及ぶものと考えられます。

　このような状況のなか、当社といたしましては引続き消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある製品を提供すると

ともに、テレビコマーシャルはもとより常に新鮮な驚きと感動を創出し、お客様を魅了するマーケティングを展開し

て業績の向上に邁進してゆく所存であります。

　通期の業績につきましては、売上高128億円、経常利益20億20百万円、当期純利益11億70百万円を見込んでおります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,509,786 2,075,350 1,784,641

２．受取手形 4,009 2,223 4,009

３．売掛金 1,594,182 2,028,645 1,579,347

４．たな卸資産 645,304 669,208 644,486

５．その他 285,375 328,557 306,329

貸倒引当金 -24,479 -21,318 -22,095

流動資産合計 4,014,179 50.6 5,082,666 55.2 4,296,718 49.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 189,072 194,002 203,086

(2）機械及び装置 402,033 346,695 367,548

(3）賃貸店舗用設備 473,428 812,211 523,401

(4）土地 226,362 226,362 226,362

(5）その他の有形固
定資産

145,106 174,735 169,753

有形固定資産合計 1,436,004 18.1 1,754,007 19.0 1,490,152 17.3

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 69,353 246,754 262,695

(2）電話加入権 17,138 17,065 17,065

無形固定資産合計 86,491 1.1 263,819 2.9 279,760 3.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 507,840 16,596 524,881

(2）長期前払費用 557,777 624,586 590,262

(3）敷金及び保証金 1,028,677 1,231,754 1,140,295

(4）その他 435,394 368,938 467,284

貸倒引当金 -138,159 -127,267 -155,498

投資その他の資産
合計

2,391,530 30.2 2,114,608 22.9 2,567,224 29.7

固定資産合計 3,914,026 49.4 4,132,435 44.8 4,337,137 50.2

資産合計 7,928,205 100.0 9,215,101 100.0 8,633,856 100.0
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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（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 349,923 447,438 282,857

２．未払金 823,822 1,126,404 748,224

３．未払法人税等 161,447 262,820 388,916

４．賞与引当金 56,772 65,154 60,991

 ５．役員賞与引当金 － 3,000 －

６．その他 229,054 196,288 346,430

流動負債合計 1,621,021 20.4 2,101,105 22.8 1,827,419 21.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 105,168 119,449 100,248

２．役員退職慰労引当
金

128,750 143,950 136,000

３．長期預り保証金 508,565 616,566 570,923

固定負債合計 742,484 9.4 879,965 9.5 807,172 9.3

負債合計 2,363,505 29.8 2,981,071 32.3 2,634,591 30.5
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 674,707 8.5 － － 674,707 7.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 180,500 － 180,500

資本剰余金合計 180,500 2.3 － － 180,500 2.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 168,676 － 168,676

２．任意積立金    

 (1) 特別償却準備金 669 － 669

  (2) 別途積立金 4,140,000 － 4,140,000

３．中間（当期）未処
分利益

438,811
－
 

871,362

利益剰余金合計 4,748,157 59.9 － － 5,180,708 60.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

-35,677 -0.5 － － -30,421 -0.3

Ⅴ　自己株式 -2,986 -0.0 － － -6,229 -0.1

資本合計 5,564,700 70.2 － － 5,999,264 69.5

負債資本合計 7,928,205 100.0 － － 8,633,856 100.0

（純資産の部） 

Ⅰ　株主資本 

１．資本金 － － 726,523 7.9 － －

 ２．資本剰余金

 資本準備金 － 232,316 －

 資本剰余金合計 － － 232,316 2.5 － －

 ３．利益剰余金

 (1)利益準備金 － 168,676 －

 (2)その他利益剰余金

特別償却準備金 － 446 －

 別途積立金 － 4,140,000 －

 繰越利益剰余金 － 954,855 －

 利益剰余金合計 － － 5,263,978 57.1 － －

 ４．自己株式 － － -7,004 -0.0 － －

 株主資本合計 － － 6,215,812 67.5 － －

 Ⅱ　評価・換算差額等

 １．その他有価証券評　
　価差額金

－ 2,614 －

 ２．繰延ヘッジ損益 － 15,602 －

 評価・換算差額等合計 － － 18,217 0.2 － －

 純資産合計 － － 6,234,030 67.7 － －

 負債純資産合計 － － 9,215,101 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 4,747,182 100.0 5,829,190 100.0 10,715,260 100.0

Ⅱ　売上原価 1,789,544 37.7 2,156,180 37.0 4,016,868 37.5

売上総利益 2,957,638 62.3 3,673,009 63.0 6,698,391 62.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,607,456 54.9 3,054,432 52.4 5,182,357 48.4

営業利益 350,181 7.4 618,577 10.6 1,516,033 14.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 32,021 0.7 39,036 0.7 67,333 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 14,271 0.3 86,296 1.5 34,985 0.3

経常利益 367,931 7.8 571,317 9.8 1,548,381 14.5

Ⅵ　特別利益  ※３ － － 16,788 0.3 ― ―

Ⅶ　特別損失 ※４ 16,803 0.4 17,613 0.3 125,517 1.2

税引前中間(当期)
純利益

351,127 7.4 570,492 9.8 1,422,864 13.3

法人税、住民税及
び事業税

※５ 148,878 241,195 627,100

法人税等調整額 － 148,878 3.1 － 241,195 4.1 -76,098 551,001 5.2

中間（当期）純利
益

202,249 4.3 329,297 5.7 871,862 8.1

前期繰越利益 236,561 － 236,561

中間配当額 － － 237,062

中間(当期)未処分
利益

438,811 － 871,362
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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

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
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 674,707 180,500 180,500 168,676 669 4,140,000 871,362 5,180,708 -6,229 6,029,686

中間会計期間中の変動額

新株の発行 51,816 51,816 51,816       103,632

特別償却準備金の取崩     -223  223    

剰余金の配当       -237,027 -237,027  -237,027

利益処分による役員賞与       -9,000 -9,000  -9,000

中間純利益       329,297 329,297  329,297

自己株式の取得         -775 -775

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

（千円）
51,816 51,816 51,816 － -223 － 83,493 83,270 -775 186,126

平成18年6月30日　残高　（千円）

 
726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 954,855 5,263,978 -7,004 6,215,812

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰越ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成17年12月31日　残高　　　（千円） -30,421 49,874 19,453 6,049,138

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    103,632

特別償却準備金の取崩     

剰余金の配当    -237,027

利益処分による役員賞与    -9,000

中間純利益    329,297

自己株式の取得    -775

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

33,036 -34,271 -1,235 -1,235

中間会計期間中の変動額合計　（千

円）
33,036 -34,271 -1,235 184,891

平成18年6月30日　残高　　　（千円） 2,614 15,602 18,217 6,234,030
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

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

税引前中間(当期)純利
益

351,127 570,492 1,422,864

減価償却費 298,091 372,073 635,827

店舗設備除去損 3,080 7,492 9,810

リース解約損 － － 103,209

投資有価証券売却損 － 77,157 －

固定資産廃棄損 15,153 17,613 22,307

貸倒引当金の増加額
（－は減少額）

18,788 -29,008 33,743

賞与引当金の増加額 1,309 4,163 5,528

役員賞与引当金の増加
額

－ 3,000 －

退職給付引当金の増加
額

20,932 19,200 16,012

役員退職慰労引当金の
増加額

7,250 7,950 14,500

受取利息 -11,628 -11,313 -23,259

売上債権の増加額 -269,616 -434,127 -244,606

たな卸資産の増加額 -48,076 -34,427 -47,258

仕入債務の増加額 92,335 164,581 25,269

未払金の増加額 268,759 324,637 152,875

役員賞与の支払額 -5,000 -9,000 -5,000

その他 12,267 -32,930 34,145

小計 754,773 1,017,554 2,155,970

利息及び配当金の受取
額

11,628 11,313 23,341

リース解約の支払額 － -79,387 －

法人税等の支払額 -332,737 -373,820 -593,279

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

433,665 575,661 1,586,031
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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

投資有価証券の取得に
よる支出

-7,987 -8,252 -16,165

投資有価証券の売却に
よる収入

－ 494,210 －

有形固定資産の取得に
よる支出

-306,431 -410,662 -503,971

無形固定資産の取得に
よる支出

-53,591 -25,633 -267,075

長期前払費用の取得に
よる支出

-166,027 -185,795 -357,758

敷金及び保証金の預入
による支出

-101,863 -93,621 -238,155

敷金及び保証金の返還
による収入

129,452 5,093 138,621

貸付による支出 － － -20,000

貸付の回収による収
入 

－ 37,875 27,943

長期預り保証金の受入
による収入

98,284 63,505 179,426

その他 -973 -27,699 -4,892

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

-409,138 -150,980 -1,062,028

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 103,632 －

自己株式の取得による
支出

-380 -775 -3,622

配当金の支払額 -260,944 -236,827 -482,322

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

-261,324 -133,971 -485,945

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（－は減少額）

-236,796 290,709 38,058

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,746,583 1,784,641 1,746,583

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

1,509,786 2,075,350 1,784,641
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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

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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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

づく時価法を採用しておりま

す。（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して

おります。）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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

づく時価法を採用しておりま

す。（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し

ております。）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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）

を採用しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

　先入先出法に基づく原価法を

採用しております。

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

　個別法に基づく原価法を

採用しております。

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

販売促進用品等

　先入先出法に基づく原価

法を採用しております。

販売促進用品等

同左

販売促進用品等

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物　　　　　　　15～35年

機械及び装置　　　　　９年

賃貸店舗用設備　　６～10年

(2）自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間（５

年）による定額法を採用しており

ます。

(2）自社利用ソフトウェア

同左

(2）自社利用ソフトウェア

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売掛債権及びその他の金銭債権

の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については過去の経験等

を考慮した繰入率により、貸倒懸

念債権等の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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額の当中間会計期間

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

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務（中間会計期間末自己都合要

支給額から総合設立の厚生年金基

金による要支給額を控除した額）

及び年金資産の額に基づき、当中

間期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。

(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、

当期末における退職給付債務（当

期末自己都合要支給額から総合設

立の厚生年金基金による要支給額

を控除した額）及び年金資産の額

に基づき、当期において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

－

 

(4)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第4号平成17年11月29

日）を適用しております。これ

により、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は３百万円

減少しております。

 －

 　　　　　　　

(5）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、内規に基づく中間

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

　役員退職慰労引当金は、役員に

対する退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

４．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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左
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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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替予約取引につい

ては、振当処理を採用しておりま

す。

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

５．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

　ヘッジ手段は為替予約取引であ

ります。ヘッジ対象は外貨建取引

であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段は為替予約取引であ

ります。ヘッジ対象は原材料等の

輸入予定取引であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　ヘッジ取引の目的は、ヘッジ対

象である外貨建取引の為替相場変

動によるリスクを抑えるために

行っております。

(3）ヘッジ方針

　外貨建輸入予定取引の為替リス

クをヘッジするために為替予約を

利用し、為替予約は輸入予定取引

の範囲内で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の変動

率が同一であることから、ヘッジ

開始時及びその後も継続して双方

の相場変動が相殺されるため、

ヘッジの有効性の評価については

省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引すべてが将来の輸

入予定取引に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高く、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の変動率が同

一であることから、ヘッジ開始時

及びその後も継続して双方の相場

変動が相殺されるため、有効性の

評価は省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３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。

６．中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

６．キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

７．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮受消費税等と相殺後の仮払

消費税等の金額は、流動資産の「そ

の他」に含めております。

７．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮払消費税等と相殺後の仮受

消費税等の金額は、流動負債の「そ

の他」に含めております。

７．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

－ 16 －



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４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基

準）

　当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第6号　平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。

──────

──────  （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6,218,427千円でありま

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。

 

──────

表示方法の変更

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）

　従来、投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定

資産の取得による支出」は、「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため当中間会計期間

より区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間における「無形固定資産の取得に

よる支出」は、2,090千円であります。

　──────
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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）
前事業年度末

（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
3,403,787千円          3,594,944千円   3,472,661 千円

（中間損益計算書関係）

項目
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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益の

主要項目

受取利息 11,628千円       11,302千円      23,259千円

※２．営業外費用の

主要項目

有価証券売却損 － 77,157千円 －　　　

貸倒引当金繰入額 7,847千円 － 16,965千円 

店舗設備除去損 3,080千円      7,492千円       9,810千円

※３．特別利益の主要項目

 貸倒引当金戻入益 － 16,788千円 － 

※４．特別損失の主要項目

工場設備除去損失 3,515千円      17千円       5,217千円

直営店設備除却損失 8,835千円      13,082千円      11,721千円

リース解約損 －  －       103,209千円

転貸店設備除却損失 － 4,514千円 －

※５．法人税、住民税及び事

業税

簡便法による税効果会計を適用して

おり、当中間会計期間に係る法人税、

住民税、事業税及び法人税等調整額

は「法人税、住民税及び事業税」と

一括して記載しております。

同左 ──────

減価償却実施額 減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

有形固定資産 130,796千円        182,893千円        295,425千円

無形固定資産 2,258千円      29,075千円      11,145千円

投資その他の資産 165,037千円        159,937千円        329,256千円
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（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.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数

 普通株式（株） 9,485,554 136,000 － 9,621,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数136,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数

 普通株式（株） 4,470 300 － 4,770

 （変動事由の概要）

　　　増加数300株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

3.配当に関する事項

 （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成18年3月30日

定時株主総会
普通株式 237,027 25.00 平成17年12月31日 平成18年3月31日 

 

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年8月22日

取締役会
普通株式 240,419 利益剰余金 25.00 平成18年6月30日 平成18年9月12日 

（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
（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貸

借対照表に記載されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に記載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

に記載されている科目の金額との関係

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,509,786千円

現金及び現金同等物 1,509,786千円

現金及び預金勘定   2,075,350千円

現金及び現金同等物 2,075,350千円

現金及び預金勘定   1,784,641千円

現金及び現金同等物    1,784,641千円
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①　リース取引

項目
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
（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

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

会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

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）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

275,395 129,698 145,696

ソフトウェ
ア

107,485 63,174 44,310

合計 382,880 192,873 190,006

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

83,751 38,984 44,766

ソフトウェ
ア

54,481 24,274 30,206

合計 138,232 63,259 74,972

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）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

193,481 82,755 110,725

ソフトウェ
ア

85,683 49,614 36,068

合計 279,164 132,370 146,794

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 57,685千円

１年超 139,206千円

　合計 196,892千円

１年内 26,215千円

１年超     51,274千円

　合計 77,490千円

１年内      44,269千円

１年超     109.199千円

　合計     153,469千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 38,461千円

減価償却費相当

額
34,039千円

支払利息相当額 4,455千円

支払リース料 24,860千円

減価償却費相当

額
22,312千円

支払利息相当額   2,579千円

支払リース料   75,756千円

減価償却費相当

額
  67,123千円

支払利息相当額   8,374千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間（平成17年６月30日現在）

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）

(1）株式 9,705 11,813 2,108

(2）その他 558,299 496,026 -62,272

合計 568,004 507,840 -60,164

当中間会計期間（平成18年６月30日現在）

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）

(1）株式 12,186 16,596 4,409

(2）その他 － － －

合計 12,186 16,596 4,409

前事業年度（平成17年12月31日現在）

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）

(1）株式 10,980 17,936 6,955

(2）その他 565,201 506,944 -58,257

合計 576,182 524,881 -51,301

③　デリバティブ取引

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）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

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）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

④  ストック・オプション等関係

　　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

⑤　持分法損益等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
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
（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 586円84銭    648円24銭   631 円81銭

１株当たり中間（当期）純利

益
21円33銭   34円61銭   91円00銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
21円12銭   34円30銭   90円04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
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 202,249 329,297 871,862

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 9,000

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
(－) (－) (9,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
202,249 329,297 862,862

期中平均株式数（株） 9,482,585 9,513,235 9,482,224

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 94,335 88,151 100,618

（うち、旧商法280条ノ19の規定に基

づく新株引受権（ストックオプショ

ン）（株））

(94,335) (88,151) (100,618)

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．生産実績

 （単位：千円未満切捨）

品目

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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額 金額 金額

アイスクリーム 3,127,556 3,866,273 6,887,225

シャーベット 110,328 327,070 486,849

スペシャリティデザート 268,415 340,637 632,621

合計 3,506,300 4,533,981 8,006,696

　（注）１．金額はフランチャイジーに対する卸売価格を使用しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

　当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

３．販売実績

 （単位：千円未満切捨）

品目

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
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額 金額 金額

製品

アイスクリーム 3,297,416 3,919,400 7,205,296

シャーベット 92,575 267,069 476,667

スペシャリティデザート 233,664 289,608 601,905

クレープ 2,352 3,682 4,942

小計 3,626,008 4,479,761 8,288,811

店舗用設備賃貸収入 305,451 343,212 638,069

ロイヤルティ収入 815,722 1,006,216 1,788,379

合計 4,747,182 5,829,190 10,715,260

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

６．品目別受注状況
　当社は受注生産を行っておりません。
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