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１． １８年８月中間期の業績（平成１８年３月１日～平成１８年８月３１日） 

(1) 経営成績 （百万円未満切り捨て） 

 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 1,932 (18.0) 99 (△20.5) 92 (△24.3) 

１７年８月中間期 1,637 (－) 124 (－) 121 (－) 

１８年２月期 3,265  150  144  
 

 
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 50 (△25.2) 4,294 85 4,243 10 

１７年８月中間期  67 (－) 6,926 68 － － 

１８年２月期 78  7,058 14 － － 

(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 11,822 株 １７年８月中間期 9,800 株 １８年２月期 9,800 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 （百万円未満切り捨て） 
 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 2,095 1,164 55.5 95,067 77 

１７年８月中間期 1,708 824 48.3 84,144 20 

１８年２月期 1,756 835 47.6 84,275 66 

(注) ① 期末発行済株式数 １８年８月中間期 12,247 株 １７年８月中間期 9,800 株 １８年２月期 9,800 株 
 ② 期末自己株式数 １８年８月中間期 －株 １７年８月中間期 －株 １８年２月期 －株 

(3) キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て） 
 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 130 △73 156 327 

１７年８月中間期 157 △20 △116 135 

１８年２月期 245 △85 △160 113 

２． 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 3,797 165 84 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  6,858円82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 

１８年２月期 － 2,000.00 2,000.00 

１９年２月期（実績） － － 

１９年２月期（予想） － 2,000.00 2,000.00 

※ 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。 

  



１ 企業集団の状況 

当社の親会社である株式会社加ト吉は、同社、子会社39社及び関連会社36社でグループを構成し、

冷凍食品、冷凍水産品等の製造・販売を主な事業内容とし、これに付帯する物流事業のほかホテル事

業、外食事業などのサービス事業を展開しております。 

また、その他の関係会社である２１ＬＡＤＹ株式会社は、同社、子会社２社及び関連会社１社でグ

ループを構成し、洋菓子店「ＨＩＲＯＴＡ」の運営を中核事業とし、さらにライフスタイル産業の成

長支援や事業再生を目的とした投資（コンサルティング）事業を展開しております。 

当社は、上記２社が展開する外食事業の担い手の一員として、英国ＰＵＢの文化をベースに日本流

のＰＵＢ文化を創造するために、関東及び中部関西地域で英国風ＰＵＢチェーン39店舗（平成18年８

月31日現在）を運営しております。 

 

当社の事業系統図は、次のとおりであります。 

 

一  般  顧  客 
 

 

 

商品・サービスの提供 
（親会社） 

㈱加ト吉 

（その他の関係会社）

２１ＬＡＤＹ㈱ 

㈱村さ来本社 

 

 

当社（英国風ＰＵＢ事業）  

 

食 材 等 の 仕 入 
 

 

 

取  引  先  

 

（注）１ 株式会社加ト吉は、当社の親会社（間接所有を含めた出資割合43.52%）であります。 

２ ２１ＬＡＤＹ株式会社は、当社株式を16.70%所有するその他の関係会社であります。 

３ 株式会社村さ来本社は、当社株式を14.04%所有するその他の関係会社であります。 

４     は取引関係、    は資本関係があることを示しております。 

- 1 - 



２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、英国風ＰＵＢ事業のチェーン化を通じて、「ビールを飲みながら、くつろいだ会話を

楽しむことのできる、心の交流を持てる場」として、日本の風土に合ったＰＵＢ文化を新たに創

造することを経営目的としております。 

ＰＵＢは「Ｐｕｂｌｉｃ Ｈｏｕｓｅ」の略であり、「公共の場所、みんなの家」という意味

があります。さらに、当社独自に「日常の煩わしいことを忘れて、ポジティブに、心の琴線にふ

れあえる場」であると定義しております。 

これらの経営目的・定義に沿って、当社の営業上の基本的な方針を「1,000円札１枚でいい気

分」と表現しております。20-30代を中心とする学生・サラリーマン・ＯＬ等が、普段の生活の中

で「気軽に、気楽に、気取らずに」安心して立ち寄れ、ビールを飲みながらワイワイガヤガヤ楽

しく過ごせる英国風ＰＵＢを実現することが、当社の使命であると考えております。 

そのために、当社はお客様に対し「いい雰囲気」「いいサービス」「いい品質」「いい（安

い）価格」の４つを約束し、提供し続けてまいります。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、新規出店・メニュー開発等により競争力を強化し、利益については将来の事業活動を

充実させるために内部留保としてまいりましたが、株主への利益還元は最も重要な経営課題の一

つであると認識しており、第６期事業年度から配当を実施しております。 

今後についても、積極的な事業展開や不慮の事業リスクに備えるために一定の内部留保を確保

しつつ、経営成績及び財政状態を勘案して配当を行ってまいります。 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性の向上及び株主数の増加を資本政策上の重要な課題として認識しており

ます。投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資していただきやすい環境を

整えるために、株価の水準や取引高等を十分に検討し、慎重に対応してまいります。 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、安定的かつ継続的な企業価値の拡大を目標とし、中期計画として2008年度中の50店舗

体制到達を目指して店舗展開してまいります。また、経営指標につきましては、売上高経常利益

率５％以上、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）10％以上の早期達成に向けて経営に取り組んでま

いります。 

(5) 中期的な会社の経営戦略 

①顧客層の拡大 

当社は、これまで20-30代の学生・サラリーマン・ＯＬ等を主要ターゲットとしてまいりまし

たが、少子高齢化への対応も含めて30-50代の違いのわかる世代にも積極的にアプローチしてい

く予定であります。 

②出店エリアの拡大 

当面は、大都市圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫）に集中的に出店

してまいりますが、時期をみて地方の政令指定都市への出店も行う予定であります。 
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(6) 会社の対処すべき課題 

少子高齢化の傾向が続き、総人口の減少や年齢構成の変化が予想される中、外食産業では全体

の市場規模の縮小やターゲットとする顧客層の嗜好の変化に対応すべく、価格・品質・サービ

ス・出店等の競争が更に激化するものと考えております。 

これらの状況を踏まえ、当社は下記の事項を対処すべき課題として取り組んでまいります。 

① メニュー充実等による差別化について 

当社は、メニュー充実等による差別化について、食の安全性の観点から減農薬野菜や有機野

菜を調達する一方、顧客満足度の観点から高付加価値メニューと低価格（特に1コイン＝500

円）メニュー双方の開発を推進しております。フードサービス業界の変化を先取りし、低コス

トかつ高品質のメニューを全員参画で模索し、さらに酒類販売の自由化と食品スーパーの夜間

営業の恒常化による家庭内飲食との競合を意識した安い価格設定のメニュー開発にも取組んで

まいります。 

また、メニューを充実させるだけでなく、店舗でのサービスレベルを高めることでも、顧客

満足度を追求してまいります。 

② 出店候補地の確保について 

当社は、これまで東京（特に山手線沿線）を中心に出店してまいりました。今後は出店計画

及び利益計画を着実に達成するために、出店候補地を東京より50ｋｍ圏内の神奈川県、千葉県、

埼玉県等の主要駅前周辺へも広げていくとともに、新たなコンセプトの「82ALE HOUSE」業態

と従来の「HUB」業態のそれぞれの特徴を生かした組み合わせにより、出店候補地の確保を図

っていく予定であります。 

③ 人材の採用及び育成について 

当社は、大卒定期採用を主とし補完的に中途採用を活用し、出店計画等に沿った綿密な人員

計画を策定しております。入社後についても、それぞれの段階に沿った教育・研修カリキュラ

ムを設定するとともに、自己啓発支援制度も導入し、人材の育成に努めております。また、労

務環境整備については、飲食業に従事する者にとってより働きやすい職場環境づくりに取組ん

でまいります。 

④ 内部統制の強化について 

当社は、取締役が８名、監査役が３名、社員が101名（平成18年８月31日現在）となってお

り、内部統制もこの規模に応じたものとなっております。今後につきましては、日本版ＳＯＸ

法への対応も含めて内部管理体制の強化・拡充を推進してまいります。 
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(7) 親会社等に関する事項 

当社の親会社である株式会社加ト吉は、当社の株式を29.48％保有しており、さらに、その子会

社である株式会社村さ来本社が当社の株式を14.04％保有しております。 

また、当社のその他の関係会社である２１ＬＡＤＹ株式会社は、当社の株式を16.70％保有して

おります。 

親会社等の商号等 

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 

株式会社東京証券取引所 市場第一部
株式会社加ト吉 親会社 

43.52％ 

(14.04％) 株式会社大阪証券取引所 市場第一部

２１ＬＡＤＹ株式会社 その他の関係会社 16.70％ 株式会社名古屋証券取引所 セントレックス市場

（注）親会社等の議決権所有割合の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

 

(8) その他、会社の経営上の重要な事項 

特記すべき事項はありません。 
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３ 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、原油高・素材高・米国経済の減速・輸出の伸び悩み等の不安

要素があったものの、民間設備投資と個人消費が牽引役となって堅調に推移してまいりました。     

また、外食産業全体ではファーストフード部門を中心に客単価が上昇に転じ、既存店売上高も

６ヶ月連続のプラスとなっておりますが、パブ・居酒屋部門では店舗数前年比が110%前後と高い

水準で推移している一方で、既存店売上高は５ヶ月連続でマイナスとなるなど厳しい状況が続い

ております。 

このような状況下において、前事業年度の営業上の課題（客数減）を踏まえ、一部メニューの

価格見直し等を行い、ほぼ狙い通りの結果となりました。さらに、サッカーワールドカップドイ

ツ大会を商機と捉え、開催地との時間差があったものの深夜時間帯の営業拡大等によりお客様の

ニーズに応えた結果、当初計画以上の成果を得られました。また、老朽化した映像関連設備を一

新し、お客様にとってより快適なＡＶ環境を実現いたしました。これらにより、当中間期におけ

る既存店売上高前年比は104.5%となりました。 

店舗については、新たに３店舗（名古屋栄錦通り、大宮東口、赤坂82ALE HOUSE）を出店し、中

間期末日現在の店舗数は39店舗となりました。 

一方、株式公開に伴う関連諸費用の発生、新規出店数の増加、サッカーワールドカップ期間中

の営業時間拡大、内部管理体制の強化等により、販売費及び一般管理費は前年比20.8%の増加とな

りました。 

これらの結果、当中間期の売上高は1,932百万円（前年比18.0%増）、経常利益は92百万円（前

年比24.3%減）、中間純利益は50百万円（前年比25.2%減）となりました。 

 

(2) 財政状態 

① キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に株式の発行による資

金調達により、前事業年度末（113百万円）より大幅に増加し、327百万円となりました。それ

ぞれの詳細は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期の営業活動の結果増加した資金は、130百万円（前中間期は157百万円の増加）とな

りました。 

主な要因は、税引前中間純利益が89百万円、減価償却費が68百万円となった一方で、法人税

等の支払額が31百万円あったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期の投資活動の結果減少した資金は、73百万円（前中間期は20百万円の減少）となり

ました。 

主な要因は、新規出店に伴う差入保証金の支出が28百万円、有形固定資産の取得による支出

が35百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期の財務活動の結果増加した資金は、156百万円（前中間期は116百万円の減少）とな

りました。 

主な要因は、公募増資及び新株予約権（ストックオプション）の権利行使により304百万円増

加した一方で、長期借入金の返済73百万円、割賦債務の返済55百万円があったことによるもの

です。 
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② キャッシュ・フロー指標のトレンド 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成17年 

２月期 

平成17年 

８月中間期

平成18年 

２月期 

平成18年 

８月中間期

自己資本比率（％） 46.3 48.3 47.6 55.5 

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 184.1 

債務償還年数 2.1 1.9 1.3 1.8 

インスタント・カバレッジ・レシオ（倍） 23.3 47.5 37.5 47.5 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インスタント・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×期末発行済株式数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、貸借対照表上に計上されている負債のうち、利

子を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使用しております。 

 

(3) 通期の見通し 

今後の経済見通しは、デフレ脱却の兆しや所得・雇用環境の改善により、企業収益・個人消費

とも底堅く推移すると予測されておりますが、外食産業では、景気回復の影響により人手不足が

表面化しつつあり、人件費の高騰による下期業績の下振れ懸念が強まっております。 

当社としましては、当事業年度のスローガン（「BACK TO THE BASIC」＜お客様の目線に立って、

すべてのことを創業時の原点に戻って見直す＞）を再確認し、既存店売上高前年比100%の確保、

出店基準に沿った６店舗出店、「82ALE HOUSE」の業態確立に向けて一歩一歩着実に推進してまい

ります。 

これらにより、通期の業績については、売上高3,797百万円（前年比16.3％増）、経常利益165

百万円（前年比13.9％増）、当期純利益84百万円（前年比6.5％増）と予想しております。 
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４ 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

（単位：千円） 

  
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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(資産の部)   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   135,487 327,005  113,724

２ 売掛金   4,601 6,227  7,698

３ 原材料   19,576 25,683  20,705

４ 貯蔵品   5,382 6,093  8,001

５ 前払費用   53,812 61,881  46,487

６ 繰延税金資産   28,341 30,317  29,854

７ 未収入金   19,827 21,171  16,720

８ その他   13,758 14,395  13,027

流動資産合計   280,787 16.4 492,776 23.5  256,219 14.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   617,156 697,562  650,200

(2) 工具器具及び備品   30,995 62,825  33,049

有形固定資産合計   648,152 37.9 760,387 36.3  683,249 38.9

２ 無形固定資産   9,998 0.6 8,128 0.4  8,919 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 出資金   20 50  50

(2) 長期前払費用   39,655 43,319  41,610

(3) 繰延税金資産   18,569 18,547  18,547

(4) 差入保証金   711,684 772,761  747,963

投資その他の 
資産合計 

  769,930 45.1 834,678 39.8  808,171 46.0

固定資産合計   1,428,081 83.6 1,603,194 76.5  1,500,340 85.4

資産合計   1,708,868 100.0 2,095,970 100.0  1,756,560 100.0
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（単位：千円） 

  
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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(負債の部)   ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   78,596 92,076  73,946

２ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

  93,000 93,000  105,000

３ 未払金 ※２  137,595 169,383  146,584

４ 未払費用   74,463 84,732  75,134

５ 未払法人税等   55,380 44,707  40,324

６ 未払消費税等   ― ―  20,881

７ 前受金   515 560  687

８ 預り金   4,631 8,286  4,164

９ 前受収益   6,798 6,510  1,881

10 賞与引当金   40,851 44,388  38,663

流動負債合計   491,831 28.8 543,644 26.0  507,268 28.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   206,500 143,500  205,000

２ 長期未払金   185,923 244,531  208,690

固定負債合計   392,423 22.9 388,031 18.5  413,690 23.5

負債合計   884,255 51.7 931,675 44.5  920,958 52.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   490,000 28.7 ― ―  490,000 27.9

Ⅱ 利益剰余金    

１ 利益準備金   5,232 ―  5,232

２ 中間(当期) 
  未処分利益 

  329,381 ―  340,369

利益剰余金合計   334,613 19.6 ― ―  345,601 19.7

資本合計   824,613 48.3 ― ―  835,601 47.6

負債及び資本合計   1,708,868 100.0 ― ―  1,756,560 100.0
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（単位：千円） 

  
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) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

(純資産の部)   ％ ％  ％

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   616,808 29.4  

２ 資本剰余金    

資本準備金   180,408  

資本剰余金合計   180,408 8.6  

３ 利益剰余金    

利益準備金   8,162  

繰越利益剰余金   358,915  

利益剰余金合計   367,077 17.5  

株主資本合計   1,164,294 55.5  

純資産合計   1,164,294 55.5  

負債及び純資産合計   2,095,970 100.0  
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(2) 中間損益計算書 

（単位：千円） 

  
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) 

前事業年度の 
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 
百分比
(％)

金  額 
百分比
(％)

金  額 
百分比
(％)

   ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   1,637,368 100.0 1,932,489 100.0  3,265,840 100.0

Ⅱ 売上原価   430,999 26.3 527,130 27.3  864,676 26.5

売上総利益   1,206,368 73.7 1,405,359 72.7  2,401,164 73.5

Ⅲ その他の営業収入   7,744 0.5 9,264 0.5  15,920 0.5

営業総利益   1,214,113 74.2 1,414,623 73.2  2,417,084 74.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費   1,089,421 66.6 1,315,499 68.1  2,266,346 69.4

営業利益   124,691 7.6 99,123 5.1  150,737 4.6

Ⅴ 営業外収益   600 0.0 325 0.0  1,411 0.0

Ⅵ 営業外費用 ※１  3,718 0.2 7,369 0.3  7,264 0.2

経常利益   121,573 7.4 92,080 4.8  144,884 4.4

Ⅶ 特別損失 ※２  3,830 0.2 2,186 0.1  4,754 0.1

税引前中間 
(当期)純利益 

  117,743 7.2 89,893 4.7  140,130 4.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 49,216 39,580 62,106 

法人税等調整額  644 49,861 3.1 △463 39,117 2.1 △845 61,260 1.9

中間(当期)純利益   67,881 4.1 50,776 2.6  78,869 2.4

前期繰越利益   261,499  261,499

中間(当期) 
未処分利益 

  329,381  340,369
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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) （単位：千円） 

株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金  

 

資本金 資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越 

利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年２月28日残高 490,000 ─ ─ 5,232 340,369 345,601 835,601

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 126,808 180,408 180,408 ─ ─ ─ 307,217

 剰余金の配当 ─ ─ ─ 1,960 △21,560 △19,600 △19,600

 役員賞与の支給 ─ ─ ─ 970 △10,670 △9,700 △9,700

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 50,776 50,776 50,776

中間会計期間中の変動額合計 126,808 180,408 180,408 2,930 18,546 21,476 328,693

平成18年８月31日残高 616,808 180,408 180,408 8,162 358,915 367,077 1,164,294

 

 （単位：千円） 

 
評価・換算 

差額等 
新株予約権

純資産 

合計 

平成18年２月28日残高 ─ ─ 835,601

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 ─ ─ 307,217

 剰余金の配当 ─ ─ △19,600

 役員賞与の支給 ─ ─ △9,700

 中間純利益 ─ ─ 50,776

 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 ─ ─ 328,693

平成18年８月31日残高 ─ ─ 1,164,294
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
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)

区  分 
注記
番号

金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益  117,743 89,893 140,130

減価償却費  56,652 68,061 122,096

賞与引当金の増減額(減少：△)  3,381 5,725 1,193

受取利息  △1 △44 △1

支払利息  3,335 2,748 6,411

固定資産除却損  1,657 1,736 2,041

売上債権の増減額(増加：△)  △12 1,470 △3,110

たな卸資産の増減額(増加：△)  △4,624 △3,069 △8,372

仕入債務の増減額(減少：△)  8,499 18,129 3,849

役員賞与の支払額  △8,700 △9,700 △8,700

その他  13,408 △10,003 58,285

 小計  191,339 164,948 313,822

利息の受取額  1 44 1

利息の支払額  △3,329 △2,746 △6,536

法人税等の支払額  △30,033 △31,876 △62,090

営業活動によるキャッシュ・フロー  157,977 130,369 245,196

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  △11,268 △35,909 △28,526

無形固定資産の取得による支出  △2,230 △314 △2,230

差入保証金の返還による収入  4,716 1,726 5,156

差入保証金の支出  △7,164 △28,841 △43,883

長期前払費用の支出  △4,178 △9,820 △15,633

その他  ― ― △30

投資活動によるキャッシュ・フロー  △20,125 △73,158 △85,147

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入  ― ― 60,000

長期借入金の返済による支出  △46,500 △73,500 △96,000

割賦債務の返済による支出  △51,267 △55,740 △105,726

株式の発行による収入  ― 304,910 ―

配当金の支払額  △18,620 △19,600 △18,620

財務活動によるキャッシュ・フロー  △116,387 156,070 △160,346

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  21,465 213,280 △297

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  114,022 113,724 114,022

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 135,487 327,005 113,724
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成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 デリバティブ取引

により生じる正味

の債権(及び債務)

の評価基準及び評

価方法 

時価法 同左 同左 

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(1) 原材料 

最終仕入原価法に

よる原価法 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法に

よる原価法 

(1) 原材料 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 

(1) 原材料 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  ① 建物(建物附属設

備を除く。) 

     定額法 

  ② その他の有形固定

資産 

     定率法 

  主な耐用年数 

建物 ７年～15年

工具器具 
及び備品 

３年～６年

(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。 

(3) 長期前払費用 

  定額法 

  なお、償却期間につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

(1) 有形固定資産 

  ① 建物(建物附属設

備を除く。) 

同左 

  ② その他の有形固定

資産 

同左 

 

 

 
 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(1) 有形固定資産 

  ① 建物(建物附属設

備を除く。) 

同左 

  ② その他の有形固定

資産 

同左 

 

 

 
 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方

法 ―――――― 

新株発行費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。 

――――― 

５ 引当金の計上基準 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の

当中間会計期間負担額を計

上しております。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の

当事業年度負担額を計上し

ております。 
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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) 

６ 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 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、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、特例処理に

よっております。 

(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 

(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

ります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

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、有効

性の評価を省略しており

ます。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方

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 

同左 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

８ 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

ヵ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 

９ 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 
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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の変更 

 
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) 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 

（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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）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、1,164,294千円であります。 

 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。 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 
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追加情報 

 
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) 

 「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日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日企

業会計基準委員会実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が4,341千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、同

額減少しております。 

―――――――― ―――――――― 
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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 
(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 

421,949千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

525,325千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

469,232千円

※２ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

の未払金に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税等の取扱い 

    同左 

※２ 消費税等の取扱い 

     

――――― 

 

(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 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,335千円 

社宅解約 
手数料 

280千円 

 

※２ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 1,657千円 

店舗内装解体 
工事費用 

2,000千円 

リース契約 
解約損 

172千円 
 

※１ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,748千円

新株発行費 2,306千円

社宅解約 
手数料 

1,070千円

※２ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 1,736千円

店舗内装解体 
工事費用 

450千円

 
 

※１ 営業外費用の主要項目 

支払利息 6,411千円

社宅解約 
手数料 

853千円

 

※２ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 2,041千円

店舗内装解体 
工事費用 

2,000千円

リース契約 
解約損 

712千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 48,714千円 

無形固定資産 1,062千円 
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 58,926千円

無形固定資産 1,105千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 105,692千円

無形固定資産 2,141千円
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 9,800 株 2,447 株 ― 株 12,247 株
 

（注） 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

公募増資による増加 2,000株 

新株予約権の権利行使による増加 447株 

 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数 
内訳 

目的となる 
株式の種類 

前事業年度末 増加 減少 
当中間会計 
期間末 

当中間会計
期間末残高

平成15年新株予約権 普通株式 639 株 ― 株 452 株 187 株 ― 千円

平成16年新株予約権 普通株式 88 株 ― 株 ― 株 88 株 ― 千円

平成17年新株予約権 普通株式 88 株 ― 株 ― 株 88 株 ― 千円

合計  815 株 ― 株 452 株 363 株 ― 千円

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成15年新株予約権の減少は、権利行使(447株)及び消却(５株)によるものです。 

  なお、平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
 

４ 配当に関する事項 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 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 19,600 千円 2,000 円 平成18年２月28日 平成18年５月26日

（注）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はありません。 

 

 

(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) 

※１ 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 

現金及び預金 135,487千円 

現金及び 
現金同等物 

135,487千円 

  

※１ 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 

現金及び預金 327,005千円

現金及び 
現金同等物 

327,005千円

  

※１ 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 

現金及び預金 113,724千円

現金及び 
現金同等物 

113,724千円
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(リース取引関係) 

 
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 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 

 

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) 

工具器具

及び備品 
238,005 117,243 120,761 

ソフト 

ウエア 
2,451 1,297 1,153 

合計 240,456 118,541 121,915 
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 

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)

工具器具

及び備品
226,649 90,659 135,989

ソフト

ウエア
2,397 1,099 1,298

合計 229,046 91,758 137,287
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

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) 

期末残高

相当額

 

(千円)

工具器具

及び備品 
244,921 116,769 128,152

ソフト

ウエア
2,864 1,574 1,289

合計 247,785 118,343 129,442
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 44,619千円 

 １年超 80,744千円 

 合計 125,364千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 １年内 44,254千円

 １年超 96,553千円

 合計 140,808千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

 １年内 41,950千円

 １年超 90,749千円

 合計 132,699千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 26,865千円 

減価償却費 
相当額 

24,545千円 

支払利息相当額 2,386千円 
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 27,689千円

減価償却費 
相当額 

25,360千円

支払利息相当額 2,592千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 54,686千円

減価償却費 
相当額 

49,997千円

支払利息相当額 4,660千円
 

(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

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 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

 １年内 33,533千円 

 １年超 139,750千円 

 合計 173,284千円 
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料 

 １年内 31,936千円

 １年超 101,159千円

 合計 133,096千円
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料 

 １年内 33,533千円

 １年超 120,189千円

 合計 153,723千円
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(有価証券関係) 

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) 

該当事項はありません。 同 左 同 左 

 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

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。 

同 左 同 左 

 

(持分法損益等) 

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) 

関連会社がないため、該当事項はあ

りません。 
同 左 同 左 

 

(ストック・オプション等関係) 

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) 

―――――― 該当事項はありません。 ―――――― 

 

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況) 

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) 

該当事項はありません。 同 左 同 左 
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(１株当たり情報) 

 
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株当たり純資産額 84,144.20円

 

１株当たり純資産額 95,067.77円

 

１株当たり純資産額 84,275.66円

 

１株当たり中間純利益 6,926.68円

 

１株当たり中間純利益 4,294.85円

 

１株当たり当期純利益 7,058.14円

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、新株予約権
の残高がありますが、当社株式は非
上場かつ非登録であるため、期中平
均株価が把握できませんので記載し
ておりません。 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益   

 
4,243.10円

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、新株予約権
の残高がありますが、当社株式は非
上場かつ非登録であるため、期中平
均株価が把握できませんので記載し
ておりません。 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の通

りであります。 

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)

中間(当期)純利益 (千円) 67,881 50,776 78,869

普通株主に帰属しない金額 (千
円) 

― ― 9,700

(うち利益処分による役員賞与
金) 

― ― (9,700)

普通株式に係る中間(当期)純利
益 (千円) 

67,881 50,776 69,169

普通株式の期中平均株式数 (株) 9,800 11,822 9,800

中間（当期）純利益調整額 （千
円） 

― ― ―

普通株式増加数 (株) ― 2,447 ―

（うち新株予約権 （株）） ― (447) ―

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)純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

新株予約権(新株予約
権の数958個)。 

―――― 

新株予約権(新株予約
権の数891個)。 
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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) 

  該当事項はありません。 

 

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) 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当社株式は、大阪証券取引所の承認を得て、平成18年４月３日にニッポン・ニュー・マー

ケット－「ヘラクレス」市場に上場いたしました。 

上場に当たり、平成18年２月27日及び平成18年３月10日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成18年４月２日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成18年４月２日付で資本金は592,000千円、発行済株式総数は11,800株となっ

ております。 

① 募集方法 ： 一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

② 発行する株式の種類及び数 ： 普通株式2,000株 

③ 発行価格 ： １株につき140,000円 

 一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ： １株につき128,800円 

 この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であり

ます。 

なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ： １株につき102,000円（資本組入額51,000円） 

⑥ 発行価額の総額 ： 204,000千円 

⑦ 払込金額の総額 ： 257,600千円 

⑧ 資本組入額の総額 ： 102,000千円 

⑨ 払込期日 ： 平成18年４月２日 

⑩ 配当起算日 ： 平成18年３月１日 

⑪ 資金の使途 ： 新店出店及び改装に係る設備投資 
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ファイル名:7.仕入及び販売の状況 更新日時:10/12/2006 9:51:00 AM 印刷日時:06/10/12 17:12 

５ 仕入及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

品目 仕入高 前年同期比 

アルコール類 317,449千円 116.5％ 

食材その他 236,936千円 135.0％ 

合計 554,385千円 123.8％ 

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

地域 店舗数 飲食売上(直営店) 前年同期比 構成比 

東京都 28店 

千葉県 ２店 

埼玉県 ２店 
関 東 

神奈川県 １店 

1,632,857千円 115.5％ 84.5％ 

愛知県 １店 

京都府 ２店 

大阪府 ２店 

中 部 

関 西 

兵庫県 １店 

299,631千円 133.8％ 15.5％ 

合計 39店 1,932,489千円 118.0％ 100.0％ 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 店舗数は平成18年８月31日現在で表示しております。 
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