
１．平成１９年２月中間期の業績（平成１８年３月１日～平成１８年８月３１日） 

３．配当状況 

※ 平成18年2月中間配当金の内訳 普通配当10円00銭 記念配当2円00銭 

※ 平成18年2月期末配当金の内訳 普通配当 5円00銭 記念配当1円00銭  

※  平成17年10月20日付けで普通株式1株を2株にする株式分割を行っております。 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の

業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 

平成１９年２月期 中間決算短信(非連結) 

平成１８年１０月１２日

会社名 株式会社 ハイデイ日高 上場取引所 東証第一部 
コード番号 ７６１１ 本社所在都道府県 埼玉県 
(URL http://www.hiday.co.jp/) 
代表者 役職名 取締役社長
  氏名 神田 正
問い合わせ先 責任者役職名 経営企画部長
  氏名 島 需一 ＴＥＬ （０４８）６４４－８０３０
決算取締役会開催日 
単元株制度採用の有無 

平成１８年１０月１２日
有（１単元 100株） 

配当支払開始日 平成１８年１１月 ６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８月中間期 7,830 ( 16.0) 755 ( 17.2) 762 ( 22.1)
１７年８月中間期 6,748 ( 20.6) 644 (   4.2) 624 ( 2.7)
１８年２月期 13,891 1,209 1,167 

  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８月中間期 355 ( 33.9) 31 47 31 28
１７年８月中間期 265 ( △4.4) 52 32 ― ―
１８年２月期 550 49 80 ― ―

（注）① 持分法投資損益 18年８月中間期 ―百万円 17年８月中間期 ―百万円 18年２月期 ―百万円

  ② 期中平均株式数 18年８月中間期 11,302,876株 17年８月中間期 5,078,612 株 18年２月期 10,725,342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)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８月中間期 10,975 6,493 59.2 574 48
１７年８月中間期 10,801 5,991 55.5 1,060 14
１８年２月期 10,773 6,220 57.7 548 93

（注）① 期末発行済株式数 18年８月中間期 11,302,876株 17年８月中間期 5,651,438株18年２月期 11,302,876株

  ② 期末自己株式数 18年８月中間期 21,918 株 17年８月中間期 10,959株18年２月期 21,918株

(3)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８月中間期 880 △455 △513 1,422
１７年８月中間期 683 △480 987 1,831
１８年２月期 1,293 △979 556 1,511

２．平成１９年２月期の業績予想（平成１８年３月１日～平成１９年２月２８日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円 百万円 百万円
通 期 16,200   1,500 700

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 61円93銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年2月期 －  12.00 － 6.00 －  18.00

19年2月期（実績） －  7.00 － － －  
14.00 

19年2月期（予想） －  － － 7.00 －  



１．企業集団の状況 

 当社は、当社単独での事業活動を行っており、該当事項はありません。 

２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

 当社の経営理念は、「私たちは、常にお客様の立場で考え、行動します。」 

「私たちは、夢に向かって挑戦し、進化し続けます。」 

「私たちは、常に感謝の心を持ち、人間形成に努めます。」 であります。 

 この基本理念に基づき、国民食と言われるラーメンを主体とした大衆中華を、ホンモノの味、納得のお値段そして快

適なサービスで提供するべく直営店方式にこだわり、また、店舗立地も駅前一等地,繁華街をメインターゲットにした

事業活動を展開しております。今後、首都圏の一都三県における主要駅前繁華街にはすべて当社の店舗が複数存在する

ような企業成長を実現するとともに、透明性と効率的な経営体制を確立し、適正な利潤確保と企業価値の増大に努めて

まいります。 

（２）利益配分に関する基本方針 

 利益配分としまして、株主の皆様には長期的に安定した配当を実施するとともに、新規出店など今後の設備投資ある

いは不慮の事業リスクに備えるため、一定の内部留保を確保し、財務基盤を強化することを基本方針とし、配当性向に

つきましては、25％を目安とし、業績に応じた利益配分を行っていきたいと考えております。 

 なお、中間配当につきましては、当初計画通り1株につき7円とさせていただきます。前中間期の配当は1株につき12

円でしたが、平成17年10月20日付けの1株を2株にした株式分割を考慮しますと実質1円の増配となります。 

（３）目標とする経営指標 

 当社は、株主の皆様からお預かりした株主資本を効果的かつ効率的に運用することを第一義に考えております。この

ため、ＲＯＥ(株主資本当期純利益率)、ＥＰＳ(1株当たり当期純利益)を重点指標と認識し、これらの指標改善の前提

として売上高経常利益率の向上を図ります。今後の目標水準としまして、売上高経常利益率10%以上を安定的に達成

し、ＲＯＥ10%以上、ＥＰＳ2桁成長を確保できるよう努めてまいります。 

（４）中長期的な経営戦略 

 事業環境が厳しさを増す中、経営の基本方針に掲げていますように、当社は、国民食と言われるラーメンを安く、お

いしく、一人でも多くの方に楽しんでいただくため、持続的に安定成長できる元気な企業でありたいと念じておりま

す。このため、今後も一定数の新規出店を継続して行い、目標として2010年300店舗を達成し、首都圏における「日高 

屋」ブランドを確立するとともに、収益面でも目標とする経常利益率10%以上を確保できる高収益体質を構築するた

め、以下のような戦略を推進してまいります。 

① 新規出店の着実な展開：駅前一等地戦略を基本戦略として維持しつつ、厳選された効率の高い店舗を毎期30～40

店舗着実に出店し、前掲の目標達成を目指します。出店エリアは首都圏一都三県で、今後も東京都・神奈川県・

千葉県をより一層深耕します。 

② 日高屋ブランドの確立・向上：当社の中核業態である、「日高屋」において、更なる味へのこだわりの追求、メ

ニューの充実、店舗オペレーションの改善等を図り、顧客満足度の更なる向上を図ります。 

③ ローコスト体制の構築：行田工場において、生産品目の拡大（食材のポーション化、チャーシューの製造等）を

行っておりますが、今後も更なる品質向上、原価低減を図ってまいります。 

（５） 会社の対処すべき課題   

 出店競争による競合激化、あるいはパートアルバイト社員の時給アップや社会保険料の増加懸念など外食を取り巻く

事業環境は予断を許さない状況であります。このような状況のもとで、当社は、前記（４）の中期計画を達成するため

以下のような取り組みを進めてまいります。 

・ 毎期30店舗以上の出店を実現するための出店体制の確立 

・ 業容拡大を担う人材の質・量の充足：人材開発室において新規採用数の拡大を図るとともに、アルバイトを含め

た社員の教育制度の充実、人事制度の改定を行い、人材の定着率向上及び活性化をはかります。 

 （６） 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

- 1 -



３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 （注）平成17年10月20日付けで1株を2株にする株式分割を行っております。 

 当中間期における我が国経済は、景気の拡大傾向が持続し、雇用情勢もタイトな状況が見られるなど明るい兆しが見

える状況で推移しました。 

 外食業界については、市場規模の縮小傾向が続くなか、中食を始めとする業界を超えた競争がますます激化する状況

で推移しました。 

 このような事業環境のもとで、当社は、好立地への厳選出店とともに、多様化する消費者ニーズへの取り組みなど積

極的に業績向上に努めてまいりました。新規出店につきましては、前中間期と同じく12店の出店となり、売上高及び利

益の増加に寄与しました。新規出店12店は、全て「中華食堂日高屋」で行い、立地は当社の得意とする駅前繁華街立地

であります。当中間期末において「日高屋」を冠する店舗は合計150店舗となりました。 

 販売促進策としましては、「日高屋」において定期的なメニューの一新、夏季には、昨年に引き続き駅前繁華街立地

を活かした生ビールフェアーの実施や恒例の冷し中華の投入などを行いました。このように積極的に既存店活性化策を

講じると同時に、出店状況を考慮し効率性の低い店舗を2店舗閉鎖し、収益力の向上に努めました。 

 以上のような取り組みの結果、既存店売上高は98.2％となりほぼ計画通りに推移することができました。 

 生産並びに食材調達の拠点である行田工場が稼動後1年を経過し、稼動体制の安定化も進み売上原価率は前中間期に

比べ0.6％改善しました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては、人件費、経費とも概ね計画どおりの実績となりましたが、店舗数拡大

による諸経費の増加もあり、売上高比では63.3%と前中間期に比べ0.6％の悪化となりました。 

 以上の結果、当中間期の売上高は78億30百万円(前中間期比16.0％増)と増収になり、営業利益は7億55百万円(前中間

期比17.2％増)と増益を達成することができました。また経常利益も、7億62百万円(前中間期比22.1％増)と増益となり

ました。一方、特別損失において、2店舗の閉鎖並びに役員退職慰労金の過年度分の計上など合計74百万円を計上した

ため、中間純利益は3億55百万円(前中間期比33.9％増)となりました。 

（２）財政状態 

   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     880百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △ 455百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー    △ 513百万円 

現金及び現金同等物の中間期末残高    1,422百万円（前期末比88百万円減） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は8億80百万円（前中間期は6億83百万円）となり、前年同期比1億96百万円増加しまし

た。これは店舗増加に伴い税引前利益等が増加した事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）  

 投資活動により使用した資金は4億55百万円（前中間期は4億80百万円）となりました。この内訳は、有形固定資産の

取得による支出2億39百万円（前中間期は2億50百万円）、敷金保証金等の支払いによる支出2億28百万円（前中間期は2

億61百万円）等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動において支出した資金は5億13百万円（前中間期は9億87百万円の取得）となりました。これは、長期借入金

  (単位：百万円)

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
１株当たり中
間純利益 

平成18年8月中間期 7,830 755 762 355    31.47円 

平成17年8月中間期 6,748 644 624 265 52.32円 

増減率（％） 16.0％ 17.2％ 22.1％ 33.9％ △39.9％ 
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の返済による支出3億76百万円（前中間期4億39百万円）等の結果であります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は14億22百万円となり、前期末に比べて88百万円減少いたしまし

た。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 (注）  株主資本比率：純資産/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 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

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、期末株価終値×期末発行済（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

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

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

  （３）通期の見通し 

  

 下半期の事業環境としまして、原油の高止まりによる諸物価への悪影響といった不透明な要因があり、個人消費に悪影

響を与える可能性があると予想されます。 

 このような状況下で、下半期においては、9月度において開店した3店舗を含め新規出店を15店舗計画し、一方、出店状

況を踏まえ、店舗のスクラップアンドビルドを適宜行う方針であり、2店舗の退店を計画しております。 

 このため、当期末店舗数は176店舗を予定しております。また、既存店の売上高伸び率は、前下半期比△2.0％で計画し

ております。 

 なお、新業態として始めました「焼鳥日高」は第1号店を9月度に開店し、現在オペレーション体制の確立を目指してお

ります。今後、オペレーション体制が安定化し、収益の見通しが良好であれば下半期中に2～3店舗を出店する場合があり

ますが、「焼鳥日高」の出店による当期の損益への影響は軽微の見込であります。 

  

 平成19年2月期の通期見通しとしては、売上高162億円（前年同期比16.6％増）、経常利益15億円（前年同期比28.5％

増）、当期純利益7億円（前年同期比27.3％増）を見込んでおります。中間期の動向を踏まえて経常利益につきまして

は、14億円の見通しから15億円への修正を行っておりますが、下半期の2店舗退店費用の増加等を踏まえ当期純利益は当

初計画通りの7億円としております。 

   

  （４）事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社の事業において

はこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクの全てではありません。また、文中におい

 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期

 中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 

  
57.7 51.5 55.4 57.7 59.2 

時価ベースの株主資本比率

（％） 
99.6 91.3 83.7 102.1 114.5 

債務償還年数（年）  2.2 3.2 2.3 2.1 1.3 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
36.2 33.6 42.8 39.7 63.3 

  (単位：百万円)

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当
期純利益 

ROE(株主資本
当期純利益率)

平成19年2月期 16,200 1,505 1,500 700     61.93円 10.8％ 

平成18年2月期 13,891 1,209 1,167 550 49.80円 10.0％ 

増減率（％） 16.6％ 24.5％ 28.5％ 27.3％ 24.4％ 0.8ポイント増 
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て将来について記載した事項は、当中間期末現在について判断したものであります。 

①事業展開について  

 当社はラーメン・餃子・中華料理などを主とした飲食店チェーンを直営店方式により展開しております。平成18年8月

末現在、東京都84店舗、埼玉県67店舗、神奈川県9店舗、千葉県3店舗の計163店舗を駅前繁華街等に出店しており、業態

別では平成15年2月期から１杯390円の中華そば（醤油）を主力商品とする低価格業態「日高屋」を中心に展開し、当社全

体として業績が拡大しております。  

 今後も、引き続き従来の１都３県を中心に駅前繁華街等への出店を行う方針であり、当中間期は「中華食堂日高屋」で

12店舗の新規出店を行いました。当社は出店先の立地条件、賃借条件、店舗の採算性などを勘案して出店を決定してお

り、当社の希望する条件に合致した物件が見つからず計画通りに出店できない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。また、出店計画もしくは業態の変更等のほか、消費者の嗜好もしくはニーズの変化、競合他社との競争激

化、材料価格の上昇、天候不順、既存店の売上高逓減、不採算店の撤退による損失の発生等があった場合において、当社

の業績が影響を受ける可能性があります。  

②人材の確保等について  

 当社は、業容の拡大に伴い、社員及びフレンド社員（パート・アルバイトの当社における呼称）の採用数の増加及び研

修制度の充実を図ってまいりました。現在も、採用数の増加及び研修体制の強化を図っておりますが、雇用情勢の変化、

若年層の減少などにより、人材の確保が計画通りに進捗しなかった場合、業績に影響を与える可能性があります。  

③敷金及び保証金について  

 当社は、平成18年8月末現在163店舗中160店舗が賃借物件となっております。また、敷金及び保証金の総資産に占める

割合は、平成18年8月末現在26.9％となっております。当社は与信管理を慎重に行っておりますが、場合によっては賃借

先の経営状況により当該店舗に係る差入保証金の返還や店舗営業の継続に支障等が発生する可能性があります。  

④製造機能等の集中及び衛生管理等について  

 当社では、品質の向上と安定、均一化を図るため、食材の購買、麺・餃子・調味料などの製造、各店舗の発注に関わる

業務管理、物流までの機能を行田工場（埼玉県行田市）に集約しております。当社は、行田工場などにおいて食材の成分

表の確認並びに一般生菌検査表の確認及び一般生菌数の検査を徹底し、厳正な品質管理及び衛生管理を実施しております

が、当社における衛生問題並びに社会全般の一般的な衛生問題及び食品の安全性に係る問題が発生した場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社の製造機能等は行田工場のみでありますので、衛生問題以外の問題の発生により、工場が一時的な操業停

止、又は工場稼働率が低下した場合においても、各店舗への食材供給に支障を来たすことにより、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。  

 なお、東京都において東京都食品安全条例が施行され、東京都食品衛生自主管理認証制度が創設されるなどしており、

食品の安全性の確保等に係る行政指導等が今後強化される可能性があります。  

⑤短時間労働者に対する厚生年金適用拡大について  

 当社は、平成18年8月末現在において2,909人の臨時従業員を雇用しており、業種柄多くの短時間労働者が就業しており

ます。平成16年の年金制度改革において、将来にわたる年金財政の安定化等を目的にした短時間労働者（正社員以外の労

働者で、1週間の所定労働時間が正社員より短い労働者）に対する厚生年金への加入基準の拡大案は先送りされました

が、今後、当該年金制度が変更され、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合には、当社が負担する保険料の増加等に

より当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥主要な事業活動の前提となる事項について 

 当社は、ラーメン・餃子・中華料理などを主とした飲食店を展開しており、店舗で提供する麺・餃子は当社の行田工場

において製造を行っております。 

 店舗及び行田工場においては、食品衛生法による営業許可が必要となります。店舗においては食品衛生法における飲食

店営業許可、行田工場においては食品衛生法におけるそうざい製造業、めん類製造業の許可を取得しております。 

 営業許可の有効期限は、食品衛生法第52条第３項に基づいて定められておりますが、都県及び各保健所により有効期限

等詳細は異なります。なお、行田工場における有効期限は、平成23年２月28日です。 

 営業許可期限満了後、所定の更新の手続きを行うことにより営業許可の契約更新が可能でありますが、食品衛生法の定

める施設基準に対して不適合の場合は営業許可は更新されず、不適事項については改善のうえ再検査を行い、基準に適合

する必要があります。 

 また、店舗で食中毒が発生した場合、行田工場で製造した食材が原因で食中毒等が発生した場合や食品衛生法上認めら

れていない原材料等を使用した場合には、営業許可が取消し又は停止される場合があります。 

 現時点において営業許可の継続について支障をきたす要因はありませんが、特に、行田工場において営業許可の取消又

は停止事由が生じた場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

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８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成18年２月28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   1,758,791 1,294,534 1,411,348 

２ 売上等預け金    107,461 163,272 135,134 

３ 売掛金   3,711 4,273 2,533 

４ たな卸資産   73,890 84,033 81,207 

５ その他   252,641 340,613 319,878 

流動資産合計     2,196,496 20.3 1,886,727 17.2   1,950,102 18.1

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１     

(1）建物 ※２ 2,998,783 3,165,205 3,094,835 

(2）土地 ※２ 1,464,506 1,464,506 1,464,506 

(3) その他   134,318 175,909 133,144 

有形固定資産合計   4,597,608 42.6 4,805,621 43.8 4,692,485 43.6

２ 無形固定資産   25,558 0.2 26,720 0.2 22,808 0.2

３ 投資その他の資産       

(1) 敷金及び保証金 ※２ 2,741,004 2,957,136 2,863,268 

(2) その他 
※１ 

 ※２ 
1,247,931 1,308,787 1,253,517 

貸倒引当金   △6,800 △9,000 △9,000 

投資その他の資産
合計 

  3,982,136 36.9 4,256,923 38.8 4,107,785 38.1

固定資産合計     8,605,303 79.7 9,089,265 82.8   8,823,080 81.9

資産合計     10,801,799 100.0 10,975,992 100.0   10,773,183 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成18年２月28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   298,576 345,323 286,235 

２ 短期借入金 ※２ 50,000 ― 50,000 

３ １年以内返済予定
の長期借入金 

※２ 719,442 694,028 730,446 

４ １年内償還予定の
社債 

  40,000 40,000 40,000 

５ 未払法人税等   268,906 392,709 285,956 

６ 未払消費税等   75,047 121,069 129,594 

７ 賞与引当金   148,720 206,231 162,998 

８ 役員賞与引当金    ― 10,000 ― 

９ その他   479,919 525,995 435,729 

流動負債合計     2,080,610 19.3 2,335,355 21.3   2,120,960 19.7

Ⅱ 固定負債       

１ 社債   40,000 ― 20,000 

２ 長期借入金 ※２ 2,280,810 1,586,782 1,926,396 

３ 退職給付引当金   177,513 191,548 184,599 

４ 役員退職慰労引当
金 

  210,205 351,255 281,090 

５ その他   21,370 17,730 19,690 

固定負債合計     2,729,898 25.2 2,147,315 19.5   2,431,775 22.6

負債合計     4,810,509 44.5 4,482,671 40.8   4,552,736 42.3

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     1,499,272 13.9 ―   1,499,272 13.9

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   1,575,878 ― 1,575,878 

資本剰余金合計     1,575,878 14.6 ―   1,575,878 14.6

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   38,663 ― 38,663 

２ 任意積立金   2,444,445 ― 2,444,445 

３ 中間(当期)未処分
利益 

  426,237 ― 642,816 

利益剰余金合計     2,909,345 26.9 ―   3,125,924 29.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    18,390 0.2 ―   30,968 0.3

Ⅴ 自己株式     △11,595 △0.1 ―   △11,595 △0.1

資本合計     5,991,290 55.5 ―   6,220,447 57.7

負債・資本合計     10,801,799 100.0 ―     10,773,183 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年8月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年8月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成18年2月28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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  1,499,272 13.7  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   1,575,878   －   

資本剰余金合
計 

   － －  1,575,878 14.4  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   38,663   －   

(2）その他利益
剰余金 

              

別途積立金   －   2,694,445   －   

繰越利益剰
余金 

  －   664,747   －   

利益剰余金合
計 

   － －  3,397,855 30.9  － － 

４ 自己株式    － －  △11,595 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  6,461,410 58.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

                 

１ その他有価証
券評価差額金 

   － －  31,911 0.3  － － 

評価・換算差額
等合計 

   － －  31,911 0.3  － － 

純資産合計    － －  6,493,321 59.2  － － 

負債純資産合計    － －  10,975,992 100.0  － － 
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(2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度要約損益計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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     6,748,559 100.0 7,830,603 100.0   13,891,650 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,869,738 27.7 2,118,983 27.1   3,850,171 27.7

売上総利益     4,878,821 72.3 5,711,619 72.9   10,041,478 72.3

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    4,234,325 62.7 4,955,958 63.3   8,831,984 63.6

営業利益     644,495 9.6 755,661 9.6   1,209,494 8.7

Ⅳ 営業外収益 ※１   25,394 0.4 25,402 0.3   36,847 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   45,253 0.7 18,122 0.2   78,444 0.6

経常利益     624,636 9.3 762,941 9.7   1,167,896 8.4

Ⅵ 特別利益     64 0.0 ― ―   220 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３   108,908 1.7 74,445 0.9   183,772 1.3

税引前中間（当
期）純利益 

    515,792 7.6 688,496 8.8   984,344 7.1

法人税、住民税
及び事業税 

  255,483 362,890 523,899 

法人税等調整額   △5,390 250,092 3.7 △30,142 332,747 4.3 △89,651 434,248 3.1

中間（当期）純
利益 

    265,699 3.9 355,748 4.5   550,095 4.0

前期繰越利益     160,537 ―   160,537

中間配当額      ― ―   67,817

中間（当期）未
処分利益 

    426,237 ―   642,816
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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3月1日 至平成18年8月31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 別途積立金

繰越利益剰

余金  

平成18年2月28日 残高 

（千円） 
1,499,272 1,575,878 1,575,878 38,663 2,444,445 642,816 3,125,924 △11,595 6,189,478 

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立て（千円）  ― ― ― ― 250,000 △250,000 ― ― ― 

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― ― △67,817 △67,817 ― △67,817 

利益処分による役員賞与（千

円）  
― ― ― ― ― △16,000 △16,000 ― △16,000 

中間純利益（千円） ― ― ― ― ― 355,748 355,748 ― 355,748 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― ― 250,000 21,931 271,931 ― 271,931 

平成18年8月31日 残高 

（千円） 
1,499,272 1,575,878 1,575,878 38,663 2,694,445 664,747 3,397,855 △11,595 6,461,410 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

 評価・換算差額
等合計 

平成18年2月28日 残高 

（千円） 
30,968 30,968 6,220,447 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て（千円）  ― ― ― 

剰余金の配当（千円） ― ― △67,817 

利益処分による役員賞与（千

円） 
― ― △16,000 

中間純利益（千円） ― ― 355,748 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 

（千円） 

942 942 942 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
942 942 272,874 

平成18年8月31日 残高 

（千円） 
31,911 31,911 6,493,321 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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   515,792 688,496 984,344

減価償却費   229,642 244,982 481,141

貸倒引当金の増加額・減少額（△）   ― ― 2,200

賞与引当金の増加額・減少額（△）   5,225 43,232 19,503

退職給付引当金の増加額・減少額
（△）   4,036 6,949 11,122

役員退職慰労引当金の増加額・減少額
（△）   69,919 70,164 140,803

 役員賞与引当金の増加額・減少額
（△）   ― 10,000 ―

受取利息及び受取配当金   △1,902 △2,002 △2,325

受取手数料   △1,047 △598 △140

雑収入   △14,793 △14,797 △34,381

支払利息   17,550 14,242 34,148

雑損失   13,679 174 32,582

固定資産除売却損益   32,812 33,712 50,445

売上債権の増加額（△）・減少額   △1,045 △1,739 132

たな卸資産の増加額（△）・減少額   △11,437 △2,826 △18,753

その他流動資産の増加額（△）・減少
額   △13,228 △22,164 △19,648

仕入債務の増加額・減少額（△）   62,927 59,087 50,585

その他流動負債の増加額・減少額
（△） 

  92,976 4,221 163,806

役員賞与の支払額   △13,000 △16,000 △13,000

その他   241 306 391

小計   988,349 1,115,441 1,882,958

利息及び配当金の受取額   1,902 1,993 2,325

利息の支払額   △15,995 △13,900 △33,881

雑収入の受取額   15,841 15,396 34,521

雑損失の支払額   △13,679 866 △32,582

固定資産除却に伴う支出   △8,460 △238 △16,238

法人税等の支払額   △284,128 △239,102 △543,582

営業活動によるキャッシュ・フロー   683,829 880,455 1,293,520

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △250,754 △239,403 △612,574

有形固定資産の売却による収入   1,500 ― 1,500

無形固定資産の取得による支出   △4,058 △6,657 △4,058

投資有価証券の売却による収入   460 ― 5,239

敷金保証金等の支払による支出   △261,154 △228,690 △434,033

敷金保証金等の払戻による収入   33,171 54,904 81,822

その他   66 △35,658 △17,514

投資活動によるキャッシュ・フロー   △480,768 △455,504 △979,618

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額   ― △50,000 ―

長期借入れによる収入   500,000 ― 500,000

長期借入金等の返済による支出   △439,810 △376,032 △783,220

社債の償還による支出   △20,000 △20,000 △40,000

公募及び第三者割当増資による収入   1,045,674 ― 1,045,674

配当金の支払額   △98,389 △67,595 △165,589

財務活動によるキャッシュ・フロー   987,474 △513,627 556,864

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額
（△) 

  1,190,535 △88,676 870,766

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   640,717 1,511,483 640,717

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

  1,831,253 1,422,806 1,511,483
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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 

 中間期末日の市場価格等に

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） 

(1）有価証券 

同左 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  (2）たな卸資産 

店舗食材 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

  生産品 総平均法による原

価法 

    

  購入品 月次総平均法によ

る原価法 

    

  原材料 

月次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方法  (1）有形固定資産 

  定率法 

 (1）有形固定資産 

  定率法 

 (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

額法によっております 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法によっております 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法によっております。   

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  店舗建物   10～20年 

工場建物   38年 

店舗建物   10～20年 

工場建物   38年 

店舗建物   10～20年 

工場建物   38年 

  （耐用年数の変更） 

店舗建物は、従来、耐用年数

を10年から15年として減価償

却を行ってきましたが、近

年、新規の出店数が急速に増

加している状況に鑑み、当中

間期において店舗建物の過去

の実績に基づく使用期間を見

直した結果、店舗建物の一部

内装設備につきまして、従来

採用してきた耐用年数と実績

に基づく使用可能予測期間と

の乖離が明らかになりまし

た。このため、当中間期より

使用可能予測期間による耐用

年数20年を採用することとし

ました。 

この結果、従来の耐用年数に

よった場合に比べ減価償却費

が27,852千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前中間

純利益が同額増加しておりま

す。 

  （耐用年数の変更） 

店舗建物は、従来、耐用年数

を10年から15年として減価償

却を行ってきましたが、近

年、新規の出店数が急速に増

加している状況に鑑み、当期

において店舗建物の過去の実

績に基づく使用期間を見直し

た結果、店舗建物の一部内装

設備につきまして、従来採用

してきた耐用年数と実績に基

づく使用可能予測期間との乖

離が明らかになりました。こ

のため、当期より使用可能予

測期間による耐用年数20年を

採用することとしました。 

この結果、従来の耐用年数に

よった場合に比べ減価償却費

が56,336千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期

純利益が同額増加しておりま

す。 

  (2）無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  ───── 

  

(3）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。 

───── 

  

  (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

債務の見込額に基づき、当中

間期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、会計基準変更時差異

（43,293千円）については、

第24期より5年均等償却で費用

処理することとし、当中間会

計期間においては年間償却額

の1/2を特別損失に計上してお

ります。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（5年）による定額法により、

翌期から費用処理することと

しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（5年）によ

る定額法により、費用処理す

ることとしております。 

(4）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

債務の見込額にもとづき、当

中間期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。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（5年）による定額法により、

翌期から費用処理することと

しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（5年）によ

る定額法により、費用処理す

ることとしております 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき、当期

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、会計基準変更時差異

（43,293千円）については、

第24期より5年均等償却で費用

処理した額を特別損失に計上

しております。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（5年）による定額法により、

翌期から費用処理することと

しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（5年）によ

る定額法により、費用処理す

ることとしております。 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しており

ます。 

なお、過年度分は3年間で均等

額を繰入れております。 

(5）役員退職慰労引当金 

     同左 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当期

末要支給額を計上しておりま

す。 

なお、過年度分は当期より3年

間で繰入れております。 

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。 

同左 同左 

 

- 12 -



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 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

５ 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資で

あります。 

同左 同左 

６ 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方法 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺の上流動負

債に「未払消費税等」として

表示しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 

───── （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」（企業会計基準委員会平成17年

12月9日企業会計基準第5号）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

業会計基準委員会平成17年12月9日企

業会計基準適用指針第8号）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6,493,321千円であります。こ

れによる損益の影響はありません。  

 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。  

───── 

─────   （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会平成17年11月29日企業会計基準第4

号）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益および税引

前中間純利益は10,000千円減少して

おります。 

─────  
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追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(法人事業税における外形標準課税部

分の中間損益計算書上の表示) 

実務対応報告第12号「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」(企業会計基準委員会(平成16年2

月13日)が公表されたことに伴い、当

中間会計期間より同報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割

19,144千円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

 ───── (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) 

実務対応報告第12号「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」(企業会計基準委員会(平成16年2

月13日)が公表されたことに伴い、当

事業年度より同報告に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割

39,080千円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         1,558,150千円 

賃貸資産の減価償却累計額 

 153,909千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                 1,866,778千円 

賃貸資産の減価償却累計額 

        156,406千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            1,721,774千円 

賃貸資産の減価償却累計額 

        155,364千円 

※２ 担保提供資産 

長期借入金1,903,778千円（一年以内

返済予定の長期借入金474,646千円を

含む）に対して、次の資産を担保に供

しております。 

※２ 担保提供資産 

長期借入金1,658,006千円（一年以内

返済予定の長期借入金524,832千円を

含む）に対して、次の資産を担保に供

しております。 

※２ 担保提供資産 

長期借入金1,832,482千円（一年以内返

済予定の長期借入金544,250千円を含

む)に対して、次の資産を担保に供して

おります。 

建物  500,669千円

土地  1,460,283 

敷金及び保証金  79,000 

賃貸資産 175,809 

計 2,215,761 

建物 487,133千円

土地 1,460,283 

敷金及び保証金 79,000 

賃貸資産  174,523 

計 2,200,939 

建物       493,852千円

土地   1,460,283 

敷金及び保証金         79,000 

賃貸資産        175,147 

計 2,208,282 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※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  

保険金収入 9,367千円 保険解約益  11,066千円 保険金収入 9,452千円

※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   17,550千円

新株発行費   11,554千円

支払利息   14,242千円

新株発行費     ― 千円

支払利息 33,201千円

新株発行費  18,021千円

※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 

固定資産除却損 44,619千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
  59,781千円

固定資産除却損   11,407千円

役員退職慰労引当金繰

入額 
 60,684千円

固定資産除却損 52,289千円

役員退職慰労引当金繰

入額 

120,447千円

  

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 169,769千円

無形固定資産    2,830千円

長期前払費用   55,890千円

賃貸資産   1,151千円

有形固定資産 176,709千円

無形固定資産    2,746千円

長期前払費用   64,526千円

賃貸資産    1,041千円

有形固定資産  357,129千円

無形固定資産    5,580千円

長期前払費用  116,116千円

賃貸資産   2,302千円
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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３月１日 至 平成１８年８月３１日） 

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

 (2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当中間会計期間増
加株式数（千株） 

当中間会計期間減
少株式数（千株） 

当中間会計期間末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 11,302 ― ― 11,302 

合計 11,302  ― ― 11,302 

自己株式     

普通株式 21 ― ― 21 

合計 21 ―  ― 21 

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 効力発生日 

平成18年5月26日 

定時株主総会 
普通株式 67,817 6 平成18年2月28日 平成18年5月29日 

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
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月12日 

取締役会 
普通株式 79,120  利益剰余金 7 平成18年8月31日 平成18年11月6日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年８月31日） （平成18年８月31日） （平成18年２月28日） 

現金及び預金勘定 1,758,791千円 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△35,000

  

売上等預け金 107,461  

現金及び現金同等物 1,831,253  

現金及び預金勘定 1,294,534千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△35,000

  

売上等預け金 163,272  

現金及び現金同等物 1,422,806  

現金及び預金勘定 1,411,348千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△35,000

  

売上等預け金 135,134  

現金及び現金同等物 1,511,483  
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① リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械及
び装置 

316,367 35,126 281,240 

工具器
具及び
備品 

1,084,521 466,200 618,321 

ソフト
ウェア 

112,699 60,177 52,521 

合計 1,513,587 561,503 952,083 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械及
び装置 

316,367 87,808 228,558

工具器
具及び
備品 

1,219,767 511,000 708,766

ソフト
ウェア 

101,038 62,550 38,488

合計 1,637,172 661,359 975,813

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械及
び装置 

316,367 61,467 254,899

工具器
具及び
備品 

1,145,900 472,192 673,707

ソフト
ウェア 

109,638 62,876 46,762

合計 1,571,905 596,535 975,370

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内        258,779千円

１年超 700,460 

合計 959,240 

１年以内        280,256千円

１年超 701,900 

合計 982,157 

１年以内        268,670千円

１年超 712,631 

合計 981,302 

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   139,903千円

減価償却費相当額 136,216 

支払利息相当額 4,518 

支払リース料    149,901千円

減価償却費相当額 146,725 

支払利息相当額 4,294 

支払リース料    285,822千円

減価償却費相当額 278,109 

支払利息相当額 8,700 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・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

額をゼロとする定額法によっており

ます。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・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。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

（減損損失について）   

リース資産に配分された減損損失はあ

りませんので、項目等の記載は省略し

ております。  
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② 有価証券 

前中間会計期間末（平成17年８月31日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

当中間会計期間末（平成18年８月31日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

前事業年度末（平成18年２月28日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

 ２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

③ デリバティブ取引 

区 分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株 式 60,765 91,699 30,934 

その他 4,642 4,611 △30 

合 計 65,407 96,311 30,903 

区分 取得原価（千円） 
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）  50,000 

区 分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株 式 60,765 114,388 53,623 

その他 ― ― ― 

合 計 60,765 114,388 53,623 

区分 取得原価（千円） 
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）  50,000 

区 分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株 式 60,765 112,804 52,038 

その他 ― ― ― 

合 計 60,765 112,804 52,038 

区分 取得原価（千円） 
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）  50,000 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利

用しておりませんので該当事項はあ

りません。 

同左 同左 
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④ 持分法損益等 

（１株当たり情報） 

 （注）1   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３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当社は、関連会社がないため該当事

項はありません。 

同左 同左 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 1,060.14円 574.48円 548.93円  

１株当たり中間（当期）

純利益 
 52.32円   31.47円 49.80円  

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
― 円 31.28円 ― 円  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度  
（自 平成17年３月１日  
至 平成18年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金

額 
      

損益計算書上の中間（当期）純

利益（千円） 
265,699 355,748 550,095 

普通株主に帰属しない金額（千

円） 

 (うち利益処分による取締役賞

与金) 

― 

 (―) 

― 

 (―)  

16,000 

 (16,000) 

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円） 
265,699 355,748 534,095 

普通株式の期中平均株式数（千

株） 
5,078 11,302 10,725 

潜在株式調整後１株当たり中

間 (当期) 純利益金額 
― 31.28 ― 

中間(当期)純利益調整額 (千

円) 
― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の内

訳 (株)  

新株引受権 ― 473,400 ― 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

平成17年7月11日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように株式分割による新株式

を発行しております。 

1．平成17年10月20日をもって普通株式１株

につき2株に分割します。  

 (1）分割により増加する株式数   

   普通株式  5,662,397株   

 (2）分割方法 

 平成17年8月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式

数を、1株につき2株の割合をもって分割

します。  

 2．配当起算日  

     平成17年9月1日 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間会計期間及び前事業年度にお

ける１株当たり情報並びに当期首に行われた

と仮定した場合の当中間会計期間における1

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。 

──────  ────── 

 前中間会計期

間 

 当中間会計期

間 
前事業年度  

1株当たり純資

産 

1株当たり純資

産 

1株当たり当期

純利益 

469円35銭 530円7銭 481円71銭 

1株当たり中間

純利益金額 

1株当たり中間

純利益金額 

1株当たり当期

純利益金額 

29円73銭 26円16銭  40円95銭 

潜在株式調整

後1株当たり中

間純利益金額 

潜在株式調整

後1株当たり中

間純利益金額 

潜在株式調整

後1株当たり当

期純利益金額 

 29円70銭   ─ 40円92銭 

 

 

(注）当中間会計期間については、普通株式の

期中平均株価が行使価格を下回り、希薄

化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり中間純利益を記載しておりま

せん。 
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５．販売の状況 

  

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.各業態の店舗数は、当該期末時点の数値を記載しております。 

3.日高屋には「中華そば日高屋」、「中華食堂日高屋」、「来来軒」を含めて表示しております。 

4.その他業態には「台南市場」、「文楽座」を含めて表示しております。 

5.「その他」は、工場卸売・小売及び社員向の売上高が含まれております。 

6.当中間期中に開設、閉鎖された店舗は次のとおりであります。 

【開設店舗】 

①中華食堂日高屋 西池袋1丁目店    ②中華食堂日高屋 葛西臨海公園店 

③中華食堂日高屋 三郷店       ④中華食堂日高屋 調布北口店 

⑤中華食堂日高屋 北千住西口店    ⑥中華食堂日高屋 大井町店 

⑦中華食堂日高屋 恵比寿南店     ⑧中華食堂日高屋 曙橋店 

⑨中華食堂日高屋 平塚パールロード店  ⑩中華食堂日高屋 小岩北口店 

⑪中華食堂日高屋 松戸東口店     ⑫中華食堂日高屋 後楽園白山通店 

【閉鎖店舗】 

①日高屋 浦和仲町店         ②日高屋 大宮一番街店 

（１）業態別売上高 （単位：千円）

業態区分 

前中間期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

店舗 金額 構成比 店舗 金額 構成比 店舗 金額 構成比 

   ％   ％   ％ 

日高屋 136 6,562,885 97.3 160 7,707,742 98.4 150 13,575,184 97.7 

その他業態 3 163,515 2.4 3 108,692 1.4 3 270,146 2.0 

その他 ― 22,158 0.3 ―  14,168 0.2  ― 46,318 0.3 

計 139 6,748,559 100.0 163 7,830,603 100.0 153 13,891,650 100.0 

（２）地域別売上高 （単位：千円）

地域区分 

前中間期 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間期 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

店舗 金額 構成比 店舗 金額 構成比 店舗 金額 構成比 

   ％   ％   ％ 

東京都 67 3,475,444 51.5 84 4,157,310 53.1 75 7,216,470 51.9 

埼玉県 65 2,889,599 42.8 67 3,130,014 40.0 68 5,806,220 41.8 

神奈川県 6 335,742 5.0 9 446,807 5.7 8 759,102 5.5 

千葉県 1 47,773 0.7 3 96,470 1.2 2 109,856 0.8 

計 139 6,748,559 100.0 163 7,830,603 100.0 153 13,891,650 100.0 

- 22 -




