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１． 平成 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 (注)記載金額は百万円未満を切捨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 1,987         － 240         － 246         － 

18 年２月期 1,729            197            189            
 

 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 127       － 1,476 94 1,317 19 

18 年２月期 99          1,265 93 1,186 39 
(注) ①持分法投資損益 18 年８月中間期 － 18 年２月期 － 
     ②期中平均株式数 18 年８月中間期 86,544 株 18 年２月期 78,240 株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
     ④平成 18 年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありません。 
     したがいまして、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 
 
 
(2)財政状態 (注)記載金額は百万円未満を切捨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 4,324 2,835 65.6 32,760   50 
18 年２月期 4,222 2,707 64.1 31,283   56 

(注) ①期末発行済株式数 18 年８月中間期 86,544 株 18 年２月期 86,544 株 
    ②期末自己株式数   18 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 (注)記載金額は百万円未満を切捨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 292 △447 △137 1,768 
18 年２月期 144 △318 1,544 2,060 

 
 
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 4,414 527 279 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 3,229 円 95 銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期 中間期末 第３四半期 期末 その他 年間 

18 年２月期 － － － － － 0 円 00 銭

19年２月期（実績） － － － － － 0 円 00 銭

19年２月期（予想） － － － － － 0 円 00 銭

※上記の予想は本資料の発表日における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載してお

ります。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料｢事業等のリスク｣及び｢通期の見通し｣

を参照してください。 
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(添付資料) 
１．企業集団の状況 

当社の事業は、飲食事業、商品卸売事業及びその他事業により構成されております。 

飲食事業と致しましては、「本物の食文化の提供」という企業理念のもと従来の居酒屋チェーン

とは一味違った「素材へのこだわり」と「個室感覚」を基本的なコンセプトとして重視した「五

大陸」及び「天地旬鮮 八吉」を主力業態として、東京 23 区内を中心に直営店舗を展開しており

ます。主力の飲食事業の各業態別の特徴は以下のとおりであります。 

そして、商品卸売事業と致しましては、鮮魚や当社 PB 商品の卸売を行い、その他事業と致しま

しては、ライセンス販売及び不動産賃貸業等を行っております。 

また、当社は平成 18 年９月１日付で株式会社エムアイフードシステム、株式会社ジェイエフピ

ー、有限会社カユミ食品の株式を 100％取得し、平成 18 年９月 12 日付で株式会社柚屋を 100％出

資で設立し、いずれも子会社化しております。 

事業系統図は次頁のとおりであります。 

なお、平成 18 年８月 31 日現在、当社は非連結の子会社を１社所有しております。 

 
業 態 特 徴 店舗数 

五大陸 

五大陸という店名が示すとおりイタリアン、和食、中華

など世界の様々な料理とお酒をオリエンタルな雰囲気

で提供するのがコンセプトとなっております。一部のメ

ニューや食材に特化するのではなく、様々な分野の料理

を専門店レベルの創作料理として提供することで、「食」

の高度化、多様化に対応しております。 

11 

天地旬鮮 八吉 

店名が示すとおり「天然」、「地物」、「旬」、「新鮮」をテ

ーマに開発した新しい和食業態です。天地旬鮮というコ

ンセプトは、買参権の取得で、日本海の鮮魚を直接お客

様に提供する流通システムが確立したことで可能とな

っております。個室感のある内装で幅広い年齢層の多様

な目的に対応しております。 

13 

その他の店舗 

素材にこだわった炙り焼きと創作料理の居酒屋「炙り旬

菜 一九」、豊富な飲み物と手作り料理の居酒屋「だい

にんぐばー 零」、ラーメン専門店「麺匠 一六堂」及

び自然派バイキング・ビュッフェ｢さんばし｣を各々１店

舗出店しております。 

４ 

飲食事業 

合計  28 

店舗数は平成 18 年８月 31 日現在の数であります。 

 

（注）買参権（ばいさんけん） 
買参権には二つの種類があります。一つは、卸売市場でセリ取引に参加することができる権利

であります。この買参権を取得するには、市場での取引業務に一定期間従事するなどの諸条件を

クリアする必要があります。もう一つは、卸売市場のセリの前の段階、つまり、漁港の漁業協同

組合が主催する漁港でのセリ取引で鮮魚を買い付けることができる権利であります。 
当社は、これら二つの買参権を既に取得しておりますので、漁港で直接鮮魚を買い付け、それ

を当社の各店舗に直送するとともに、取引業者に対して卸売を行うことができます。これに対し

て漁港の買参権を取得していない同業他社は、漁港で直接鮮魚を買い付けることができませんの

で、自社の各店舗に鮮魚を届けるには一般的には複数の流通段階を経ることになります。 
また、漁港での買参権の取得は、通常地元関係者に限られているため、地元以外の業者が買参

権を利用する場合は地元の買参人を通じて仕入を行うことになります。しかし、当社は法人とし

て買参権を有しているため直接仕入を行うことができます。そして、それにより当社の鮮魚流通

システムの継続性が担保されております。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
当社は、お客様への「本物の食文化の提供」を企業理念として、「お客様第一主義」を念頭にお

いた接客サービス、「食の安心・安全・真実」の実現に注力しております。 
基本方針といたしまして、 
【礼儀】 
挨拶に始まり挨拶に終わる。最も基本的なことであり、社内外を通じて徹底する。 

【有言即行】 
「やるか・やらないか」ではなく「やっているか・やっていないか」を自問する。 

【細部重視】 
細部の積み重ねこそが、大きな結果を生み、細部へのこだわりによって「真実」が見出さ

れ、「変革」へと繋がっていく。 
【ムダ】 
「ムダ」であったかどうかは、結果の後にわかるものである。「ムダ」か否か、損か得か、考

える前に行動できるかが大切である。 
と定め、当社の持続的な成長、社会的貢献のために従業員個々が「人間力の向上」を目指し

邁進しております。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 
当社は、利益配分につきまして、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を

確保しようと考えております。今後は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと考え、当社

を取り巻く事業環境を踏まえて当社の業績及び財務体質等を総合的に勘案し、内部留保の充実を

考慮しながら業績の成長に見合った利益還元を行っていく所存であります。 
 
(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

株式の投資単位の引下げにつきましては、平成 17 年８月 15 日開催の取締役会におきまして、

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるべく、投資金額の引下げと株式の流動性を高める

ことを目的に当社普通株式１株を４株に分割致しました。今後につきましても、株式市場の動向

を注視しつつ、当社の業績及び株価を勘案して検討していく所存であります。 

 
(4) 目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標は、ROE（自己資本利益率）25～30％を達成、維持することでありま

す。今までも高い ROE で推移しておりましたが、利益に波があることもございました。しかし、

平成 17 年４月に名古屋証券取引所セントレックスへ新規上場を果たし、安定した資本で安定した

利益を得る基盤が構築されてきており、適正な水準の ROE を達成、維持したいと考えております。 

 
(5) 中期的な会社の経営戦略 

当社は、中期的な経営戦略として以下の３点に注力してまいります。 
①「天地旬鮮 八吉」中心の店舗展開 

当社の主力業態の一つとなりました｢天地旬鮮 八吉｣を一層お客様に知っていただき、満足し

ていただくために、今後も買参権を存分に活用できる｢天地旬鮮 八吉｣を中心とした店舗展開を

行ってまいります。買参権による安価な鮮魚を多く利用することは、原価低減効果のみならず、

増収効果をとおして利益率向上にも繋がります。 
また、経営方針の伝達や教育指導が細部まで行き届くよう今後も当面直営店舗にて展開してい

く予定であります。出店地域につきましては都内に限らず首都圏を中心に拡大していく所存であ

ります。 
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②新業態の開発と既存店のブラッシュアップ 
時流に乗るべくあらゆる方面へアンテナを張り巡らし、お客様のニーズに適した店舗開発に努

めていきたいと思います。 
当事業年度におきまして、｢五大陸｣八重洲中央口店と｢だいにんぐばー 零｣の２店舗の店舗設

備等を刷新し、リニューアルオープンいたしました。今後も、当社の業績を支える既存店のブラ

ッシュアップを怠らず、お出しする料理はもちろんのこと、従業員の心構えや店舗自体も常に新

鮮でありたいと考えております。 
 
③経営管理組織の充実 

当社は、上場企業となり、より一層株主を保護していく体制づくりが重要課題となりました。

つきましては、平成 18 年９月 11 日開催の取締役会において独立の内部監査部門を設置すること

を決議いたしました。平成 18 年 10 月１日より稼動し、経営諸活動を合法性と合理性の観点から

公正かつ客観的な立場で、検討・評価していく体制を構築してまいります。今後とも内部監査体

制の充実及び監査役監査並びに監査法人による監査との連携を強化していく所存であります。 

また、当社の経営が全ての株主に対して公正であり、かつ株主にとって最善のものであること

を説明するために積極的に IR 活動を実施していく予定であります。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 
当社が属する居酒屋業界は、参入障壁が比較的低いこともあり新規参入が多い半面、退出も少

なくなく、新陳代謝が激しいのが現状であります。近年では、台頭目覚ましい新興勢力のチェ－

ン店の拡大により、既存の大手フランチャイズ・チェーンや従来の一杯飲み屋型の居酒屋との競

争が激化しております。 
こうした中で当社は、「本物の食文化の提供」という企業理念のもと、ビジネスチャンスを着実

に収益に顕在化させ、企業価値を高めていくために、以下の点に取り組んでいく方針であります。 
 
①競争力について 

当社は、競争激化に伴う低価格化に対しましては、買参権をフルに活用した比較優位の食材、

物流コスト低減効果など内部環境の強みを武器に競争力を強化する方針であります。これによっ

て居酒屋市場が縮小するというアゲインストの風が吹く環境の中でも、収益の持続的拡大に繋げ

る方針であります。 
 
②出店について 

当社は、平成 18 年９月１日付で株式会社エムアイフードシステム（以下 MIF）、株式会社ジ

ェイエフピー（以下 JFP）及び有限会社カユミ食品の株式を 100％取得し子会社化いたしました。

このうち、MIF と JFP が東京都内の好立地に 19 店舗の飲食店を所有しております。当社は、

先行き「天地旬鮮 八吉」の出店を加速させることで収益力を強化拡充する方針でありましたが、

連結ベースで 19 店舗増加したこともあり、当事業年度は出店を抑え、子会社が所有する店舗を、

当社が開発し好評をいただいている業態へ変更すること等により、連結ベースで収益力を強化拡

充していく方針であります。 
 
③新規事業の展開について 

当社は、飲食事業が主力でありますが、商品卸売事業並びにライセンス販売及び賃貸料収入等

を総括したその他事業があります。総売上高に占める割合は、平成 18 年８月中間期末において、

飲食事業が 97.1％、商品卸売事業が 1.2％、その他事業が 1.7％となっております。 

今後も、主力の飲食事業を核としつつ、その周辺分野への取組み等を積極的に展開する方針で

あります。また、買参権で仕入れた鮮魚、有機野菜、その他高級食材を取り揃える小売店を新設

し、小売事業にも進出する予定であります。 
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④人材の確保と有効活用について 
当社は、接客サービスに優れた人材を積極的に採用し、ビジネスチャンスを着実に収益成長に

繋げる方針であります。採用に際しましては、綿密な人員計画の策定、パート・アルバイトなど

柔軟な雇用形態の利用及び人事制度の刷新等に取り組むことで、社員数の増加に伴う人件費の増

加が収益を圧迫する度合いをできるだけ少なくする方針であります。 
 
⑤内部統制の強化について 

当社は、会社法第 362 条及び会社法施行規則第 100 条の規定に基づき取締役会で｢内部統制シ

ステム｣を定め、開示しております。当該｢内部統制システム｣に基づき内部監査等を厳格に実施

しております。また、当事業年度より当社は会社法上の大会社に該当することとなりましたので、

平成 18 年５月 30 日開催の当社第 12 回定時株主総会において、監査役を１名増員し、監査役を

３名とし監査役会が設置されております。これにより内部統制が一層強化され、より厳格なコー

ポレート・ガバナンスを実現できると考えております。 

 
⑥事業基盤について 

当社は、経営管理体制の向上や財務体質の強化に注力し、事業基盤の安定と充実を図り、先行

き更なる業容の拡大と飛躍に繋げる必要があると考えております。 
 

(7) コーポレート・ガバナンスの状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスを重要課題として認識しており、透明性の高い健全なコ

ーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行なっております。

また、遵法の精神に基づきコンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の向上及び環境変

化への機敏な対応と競争力の強化を目指しております。 
 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

会社の機関の基本説明 

 当社の取締役会は、６名の取締役（全６名ともに社内取締役）で構成されており、当社の規

模に応じた適切な人数の取締役による迅速かつ効率的な意思決定を行うことができる体制で

あると考えております。原則として毎月１回定期的に開催しており、必要に応じて臨時取締役

会を適宜開催しております。取締役会では、重要事項は全て付議されると同時に、業績の進捗

状況につきましても討議し、対策等を迅速に行っております。監査役が取締役会へ出席するこ

とで、経営に対する適正な監視が行なわれております。 

また、平成 18 年５月１日施行の｢会社法｣に基づき、当社が会社法第２条第６号に規定する

大会社となったため、平成 18 年５月 30 日開催の第 12 回定時株主総会において、同法第 328

条第１項の規定により監査役を１名増員し、監査役会を設置いたしました。監査役会は定例と

して毎月１回開催され、必要に応じて臨時開催されることとなっております。 

その他、当中間会計期間中において、定時取締役会は６回開催されました。その他、平成

18 年９月 11 日開催の取締役会において、独立の内部監査部門を設置することが決議されまし

た。当該内部監査部門は、平成 18 年 10 月１日より稼動することとなります。 

 

(8) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(9) その他、会社経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業の業績は回復基調にあるものの、先行きの不透明

感から、個人消費は相変わらず低迷を続けております。 

外食産業におきましては、既存店売上高に持ち直しの傾向が見られるものの、出店競争や業界

の垣根を越えた競争が続く中、BSE（狂牛病）や鳥インフルエンザに起因する「食の安全」問題も

高まり、厳しい経営環境で推移しました。 

このような状況の中で、当社は既存店の売上が昨年を上回る推移を見せ,収益力の増強を図るべ

く主力業態の一つである｢天地旬鮮 八吉｣を中心に店舗展開し、八重洲 二の丸店、横浜西口店、

大宮西口店の３店舗を出店致しました。 

以上の結果、当中間会計期間の総店舗数は 28 店舗となり、売上高は 1,987,189 千円、経常利益

は 246,753 千円、当期純利益は 127,820 千円となりました。 

 

(2) 財政状態 
①財政状態と流動性分析 
当中間会計期間における総資産は4,324,138千円となり前事業年度比102,080千円の増加となり

ました。 

流動資産は 2,016,773 千円となり前事業年度比 261,168 千円の減少となりました。これは主に、

現金及び現金同等物が 1,768,762 千円と前事業年度比 292,236 千円減少したこと等によるもので

あります（詳細は②キャッシュ・フロー分析にて記載しております）。 

固定資産は2,307,364千円となり、前事業年度比363,248千円の増加となりました。これは主に、

新規出店にかかる建物附属設備や工具器具備品の購入により有形固定資産が 160,367 千円増加し

たこと、及び敷金保証金の差入等により投資等その他の資産が 198,506 千円増加したこと等によ

るものであります。 

負債の合計額は 1,488,913 千円となり、前事業年度比 25,740 千円の減少となりました。これは

主に、長期借入金の返済や長期未払金の減少により固定負債が 120,256 千円減少しましたが、未

払法人税が 31,489 千円増加したこと、及び買掛金が 31,628 千円増加したこと等によるものであ

ります。 

株主資本は当期純利益を 127,820 千円計上したことにより 2,835,224 千円となり、前事業年度比

127,820 千円の増加となりました。 

以上より、流動比率は 312.9％と前事業年度比 101.2 ポイントの下降となりました。自己資本比

率は 65.6％と前事業年度比 1.5 ポイントの上昇となりました。 

なお、平成 18 年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありま

せん。したがいまして、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 

 

②キャッシュ・フロー分析 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得に伴

う支出等がありましたが、税引前中間（当期）純利益が 246,525 千円計上され、当事業年度末に

は 1,768,762 千円となりました。 

当中間事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 292,878 千円となりました。 

これは主に、税引前中間（当期）純利益が 246,525 千円計上され、減価償却費が 92,565 千円あ

ったものの、たな卸資産が 7,668 千円減少したこと及び法人税等の支払額が 95,839 千円あった

こと等を反映したものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 447,142 千円となりました。 

これは主に、新規出店に伴う固定資産の取得による支出が 236,187 千円あったこと、及び敷金保

証金の差入による支出が 210,183 千円あったこと等を反映したものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 137,972 千円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出が 109,654 千円あったこと、及び割賦債務返済による

支出が 28,318 千円あったこと等を反映したものであります。 
 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 17 年８月期 18 年２月期 19 年２月期中間

自己資本比率 39.1％ 64.1％ 65.6％

時価ベースの自己資本比率 507.3％ 377.2％ 288.2％

債務償還年数 3.0 年 4.2 年 3.3 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.0 12.7 31.7

（注）１.各指標の算出は以下の算式を使用しております。 
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 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２.キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。また有利子負債

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。 

３.当社は、平成 17 年 10 月 20 日付で株式１株を４株に株式分割を行っており、平成 17

年８月末時点の株価は権利落ち後の株価となっております。平成 17 年８月末の時価ベ

ースの株主資本比率を算出するため、株式時価総額につきましては、権利落ち後の株

価に分割割合を乗じて算定しております。 

４.平成18年２月期は決算期変更の経過措置として、６ヶ月の変則決算となっているため、

債務償還年数の計算は、営業キャッシュ・フローを２倍にして計算しております。 

 
(3) 事業等のリスク 

①経営成績の変動について 
当社は、「本物の食文化の提供」という企業理念のもと従来の居酒屋チェーンとは一味違った「素

材へのこだわり」と「個室感覚」を基本的なコンセプトとして重視した「五大陸」及び「天地旬

鮮 八吉」を主力業態として、東京 23 区内を中心に直営で飲食事業を展開しております。今後も、

「五大陸」と「天地旬鮮 八吉」を主力業態とする戦略ですが、この戦略が功を奏さない場合は、

当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 
②店舗展開について 
最近の業態別出店・閉店・期末店舗数の推移は、次項の表のとおりであります。これでみますと

「五大陸」は、第 10 期（平成 16 年８月期）の八重洲北口店の閉店がありました。同店舗の閉店

は、ビルの老朽化によるものであります。また、第 11 期（平成 17 年８月期）に秋葉原店を｢天地

旬鮮 八吉｣へ業態変更致しましたが、第 12 期（平成 18 年２月期）、当事業年度中間期期末まで

に｢五大陸｣の増減はなく、平成 18 年８月中間期期末の「五大陸」は、11 店舗となっております。 

「天地旬鮮 八吉」は、第 10 期（平成 16 年８月期）に２店、第 11 期（平成 17 年８月期）に４

店の出店を行っております。また、上述のとおり｢五大陸｣秋葉原店を｢天地旬鮮 八吉｣へ業態変

更致しました。更に、第 12 期（平成 18 年２月期）に２店舗出店致し、当事業年度中間期までに

３店舗出店いたしました結果、平成 18 年８月中間期期末の「天地旬鮮 八吉」は、13 店舗となっ

ております。 
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また、平成 18 年９月１日付で子会社化致しました株式会社エムアイフードシステム、株式会社

ジェイエフピーの経営する 19 店舗を随時、当社の好評をいただいている業態に変更等を行ない各

店舗の収益力拡充を図ってまいります。 

今後、当社が希望する出店予定地が確保できないこと等により計画どおりの出店ができない場合

や、子会社の経営する店舗の業態変更等が計画どおりに進ま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。 
 

最近の業態別出店・閉店・期末店舗数の推移 
第 10 期 第 11 期 第 12 期 第 13 期 

平成 16 年８月期 平成 17 年８月期 平成 18 年２月期 平成 18 年８月中間期 平成 18 年９月末現在 
店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 

業態 出店 閉店 期末 出店 閉店 期末 出店 閉店 期末 出店 閉店 期末 出店 閉店 月末 
五大陸 － 1 12 － (＊a)1 11 － － 11 － － 11 － － 11 

八吉 2 － 3 (＊a)5 － 8 2 － 10 3 － 13 － － 13 

その他 － － 3 － － 3 1 － 4 － － 4 (＊ｂ)19 － 23 

合計 2 1 18 5 1 22 3 － 25 3 － 28  － 47 

＊a ｢五大陸｣から｢天地旬鮮 八吉｣への業態変更した１店舗の出退店を含む。 
＊b 子会社化により 19 店舗の増加 

 
③店舗及びメニューの陳腐化について 
外食産業は成熟期に入り、店舗間の競合・競争が激化し、生き残りのために様々な経営戦略が展

開されております。コンビニでの外食ブランドの商品開発・販売や女性雑誌とのメニュー共同開

発など異業種とのコラボレーション等の新しい動きも出てきた一方、出店による拡大路線を見直

し、既存店の活性化に注力する企業も増えております。 

こうした中で当社は、全店舗が出店以来、継続して利益を出しておりますが、今後も接客サービ

スの向上や新メニューの開発等に努めることで顧客の評価をさらに高めると共に、店舗のブラッ

シュアップを図り店舗の陳腐化を避けることにより、既存店の売上を維持する方針であります。

しかし、顧客ニーズに沿ったメニュー開発等ができない場合には、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 
④競合について 
当社は、「本物の食文化の提供」という企業理念のもと従来の居酒屋チェーンとは一味違った「素

材へのこだわり」と「個室感覚」を基本的なコンセプトとして重視した「五大陸」及び「天地旬

鮮 八吉」を主力業態とすることで差別化を図っております。現在、当社と類似した業態はまだ

僅かですが、先行き競業他社が類似店舗を出店することで、競争が激化することも予想されます。

そういった中で、顧客にとってより魅力的なサービスを提供する競合他社の店舗が出現した場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
⑤当社の事業体制について 
a.買参権について 

居酒屋業界は、参入障壁が比較的低いこともあって新規参入が多い反面、退出も少なくなく新陳

代謝が激しいのが現状であります。近年では台頭目覚ましい新興勢力のチェーン店の拡大により、

既存の大手フランチャイズ・チェーンや従来の一杯飲み屋型の居酒屋との競争が激化しておりま

す。 

こうした中で当社は、買参権の取得に伴う鮮魚流通システムの確立で食材の差別化を図り、これ

を武器にリピート顧客を増大させ、｢天地旬鮮 八吉｣をはじめ当社の全店舗の利益率の向上に繋げ

る方針であります。当社は、平成 18 年８月現在、下表の買参権を取得しており、新潟営業所と浜

田営業所にて仕入・一次加工・物流等を行っております。前事業年度との異動と致しまして、平

成 18 年４月１日より、準買参権（＊）を保有しておりました浜田市漁港を運営管理する浜田市漁

業協同組合の他、島根県の各漁協が｢漁業協同組合 JF しまね｣として１つに統合され、これを機に

買参権を取得いたしました。また、各漁協の統合により浜田漁港のみならず、島根県における下
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記の漁港でセリに参加できる買参権を取得いたしました。これら２ヶ所の営業所、10 漁港、１市

場を拠点とすることで、天候等で左右される鮮魚の確保が、安定的に行えるのと同時に、大漁時

の安価な仕入の機会が増大いたします。これらがあいまって、｢天地旬鮮 八吉｣をはじめ当社の全

店舗の原価率、つまり売上高食材仕入比率の低下並びに食材調達の安定化に繋がっております。 

従いまして、これらの買参権が何らかの理由で更新・取得できない場合等には、当社の業績に影

響を与える可能性があります。 

 当社の買参権取得状況  

 取得年月日 取得漁港・市場名  

 平成 15 年 11 月 新潟県糸魚川市場  

 平成 15 年 11 月 新潟県姫川漁港  

 平成 15 年 11 月 新潟県能生漁港  

 平成 16 年 ９月 新潟県浦本漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県浜田漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県大田市漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県益田市漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県大田市和江漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県江津漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県仁摩漁港  

 平成 18 年 ４月 島根県恵雲漁港  

（＊）準買参権 

浜田漁商協同組合の賛助会員となり、正会員と同伴してセリに参加し、正会員を経由して仕入

を行うことができ、これを指して準買参権と称しております。 
 

b.人材の確保について 

当社は、顧客満足度の向上を通じて競合他社との差別化を図るために、また積極的な店舗展開等

を伴う業績拡大のためにも優秀な人材の確保が最優先課題と考えております。 
従いまして、当社は、これまで待遇、業務内容、コミュニケーション面において従業員が満足で

きるような諸施策を採ってまいりました。 
今後とも、新卒採用を中心に中途採用も併せて、継続的に人材の確保に注力してまいります。し

かし、当社が必要とするレベルに達した人材の確保が計画どおりに進まない場合や、現在在籍し

ている人材が大量に退職するような場合には、当社の事業展開が制約される可能性があり、当社

の業績も影響を受ける可能性があります。 
 

c.特定人物への依存について 
当社の事業の推進者は、代表取締役である柚原洋一であります。当社の経営方針及び経営戦略全

般の決定等における同氏の役割は大きく、当社は同氏に対する依存度が高いと認識しております。 
現在、事業規模の拡大に伴い経営組織内の権限委譲や人員拡充等、経営組織の強化を推進し、組

織力の向上に努めております。 
今後についても、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めるべく、特に、人的強化を図る

ため、優秀な人材を確保し、役職員の質的レベルの向上に注力していく方針であります。 
しかし、当社の計画どおりに体制構築及び人材強化が達成される前に、同氏が何らかの理由で当

社の経営に携わることが困難となった場合、当社の事業戦略及び業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
⑥法規制について 
a.食品衛生法について 

当社は、飲食店として食品衛生法により規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する

衛生上の危害の発生防止及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店
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を営業するに当たっては、食品衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府

県知事の許可を受けなければなりません。また、食中毒事故を起こした場合等、食品衛生法の規

定に抵触した場合、同法第 54 条・第 55 条・第 56 条の規定により、食品等の廃棄処分、営業許可

の取消し、営業停止等の処分を受けることがあります。現時点において上記処分の対象となるよ

うな事由は発生しておりませんが、今後、食品衛生法の規定に抵触し、営業停止等の処分を受け

た場合、業績に影響を与える可能性があります。 

b.短時間労働者（パートタイマー等）への厚生年金の適用拡大について 
現在は、労働時間が通常の労働時間の 3/4 未満である短時間（パート）労働者は、厚生年金の適

用対象となりませんが、平成 16 年度年金制度改正において公布された国民年金法等の一部を改正

する法律では、短時間労働者の厚生年金適用基準について法律施行後５年を目処として総合的に

検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとされています。 

当社は、短時間労働者の比率が高いため、今後の法改正において短時間労働者への厚生年金を含

む社会保険適用拡大が実施された場合、当社の社会保険料負担が増大すること等によって、当社

の業績に影響を受ける可能性があります。 

 
⑦知的財産権について 
当社は、「五大陸」、「八吉」及び「天地旬鮮」の店舗ブランドについて商標権の登録を行ってお

ります。また、「さんばし」の店舗ブランドについては現在商標権の登録申請中であります。現時

点まで店舗ブランドに関してトラブルが生じた事実はありませんが、店舗ブランドに関してトラ

ブルが生じた場合、当社の業績及び今後の事業展開が影響を受ける可能性があります。 
 
⑧ストックオプションと株式の希薄化について 
当社では、社員の業績向上に対する士気を高め、また、優秀な人材を獲得する目的で、新株予約

権を付与しております。平成 18 年８月中間期末現在、新株予約権による潜在株式総数は 11,261

株であり、これらの新株予約権が全て行使されるといたしますと、発行済株式総数及び新株予約

権による潜在株式数の合計 97,805 株の 11.51％に相当いたします。 

今後も当社の成長に大きな貢献が期待できる社員には、新株予約権の付与を行なっていく方針で

すが、付与された新株予約権の行使により発行された新株は、将来的に当社株式公開後の当社株

式価値の希薄化や需給関係へ影響をもたらし、当社株式の株価形成へ影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

(4) 次期の連結見通し 
今後におけるわが国経済は、雇用環境、所得環境が引き続き改善する傾向にあり、消費者マイ

ンドが回復していくものと予想されます。外食産業においては BSE 問題等が長引き、先行き不透

明感が残る中、依然厳しい状況が続くのではないかと考えております。 

このような状況の中で、当社は平成 18 年９月１日付で子会社化した株式会社エムアイフードシ

ステム、株式会社ジェイエフピーの経営する都内好立地の 19 店舗を出店の前倒しと捉え、当社が

開発し好評をいただいている業態へ、業態変更すること等により連結ベースで収益力を拡大させ

ていく所存であります。 

また、今期中に 50 店舗体制となることに備え、平成 18 年９月 12 日設立の当社の子会社、株式

会社柚屋にて、青果物等の一括仕入れを行い仕入効率の向上を図り、原価低減効果をとおしてな

お一層の利益向上につなげていく予定であります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、売上高は 5,346 百万円、経常利益 672 百万円、当期純

利益 349 百万円を見込んでおります。 

上記の予想は本資料の発表日における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載し

ております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性

があります。 
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４．財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  
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（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  1,807,768  2,087,003 

2. 売掛金  67,086  47,608 

3. たな卸資産  58,222  65,890 

4. その他  83,695  77,438 

流動資産合計  2,016,773 46.6  2,277,941 54.0

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※２   

1. 建物 ※１ 839,738  733,137 

2. 土地 ※１ 555,497  555,497 

3. その他 ※１ 183,114  129,348 

有形固定資産合計  1,578,350 36.5  1,417,983 33.6

(2)無形固定資産    

 無形固定資産合計  7,386 0.2  3,011 0.0

(3)投資その他の資産    

1. 敷金保証金 ※１ 680,028  476,483 

2. その他  41,599  46,638 

 投資その他の資産合計  721,628 16.7  523,121 12.4

固定資産合計  2,307,364 53.4  1,944,116 46.0

資産合計  4,324,138 100.0  4,222,058 100.0
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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（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  108,010  76,381

2. 1年内返済予定長期借入金 ※１ 209,287  213,375

3. 未払金  111,501  86,456

4. その他 ※３ 215,820  173,889

流動負債合計  644,619 14.9  550,103 13.0

Ⅱ 固定負債   

1. 長期借入金 ※１ 769,249  874,815

2. 長期未払金  38,388  60,273

3. その他  36,656  29,461

固定負債合計  844,294 19.5  964,550 22.9

負債合計  1,488,913 34.4  1,514,653 35.9

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － －  1,160,561 27.5

Ⅱ 資本剰余金   

1. 資本準備金  － 1,219,751 

 資本剰余金合計  － －  1,219,751 28.9

Ⅲ 利益剰余金   

1. 利益準備金  － 370 

2. 当期未処分利益  － 326,722 

 利益剰余金合計  － －  327,092 7.7

資本合計  － －  2,707,404 64.1

負債資本合計  － －  4,222,058 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1. 資本金  1,160,561 26.8  － －

2. 資本剰余金   － －

 （1）資本準備金  1,219,751  － －

 資本剰余金合計  1,219,751 28.2  

3. 利益剰余金   － －

 （1）利益準備金  370  － －

 （2）その他利益剰余金   － －

 繰越利益剰余金  454,542  － －

 利益剰余金合計  454,912 10.5  

株主資本合計  2,835,224  － －

純資産合計  2,835,224 65.6  － －

負債純資産合計  4,324,138 100.0  － －

(注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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(2) 中間損益計算書 

  
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） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自   平成17年９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

（％）

Ⅰ 売上高  1,987,189 100.0  1,729,422 100.0

Ⅱ 売上原価  552,493 27.8  473,258 27.4

 売上総利益  1,434,695 72.2  1,256,163 72.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 1,193,724 60.1  1,058,755 61.2

 営業利益  240,971 12.1  197,408 11.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 15,611 0.8  15,633 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 9,830 0.5  23,823 1.4

 経常利益  246,753 12.4  189,218 10.9

Ⅵ 特別利益  －  2,329 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 227 0.0  97 0.0

 税引前中間（当期）純利益  246,525 12.4  191,450 11.0

 法人税、住民税及び事業税  120,169 89,335  

 法人税等調整額  △1,463 118,705 6.0 3,068 92,404 5.3

 中間（当期）純利益  127,820 6.4  99,046 5.7

 前期繰越利益  －  227,676 

 中間（当期）未処分利益  －  326,722 

     

（注）１．記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
2．平成 18 年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありません。したがいま

して、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

資本準備金 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 純資産合計

平成18年２月28日残高（千円） 1,160,561 1,219,751 370 326,722 327,092 2,707,404 2,707,404

中 間 純 利 益 （ 千 円 ）  127,820 127,820 127,820 127,820

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － － 127,820 127,820 127,820 127,820

平成18年８月31日残高（千円） 1,160,561 1,219,751 370 454,542 454,912 2,835,224 2,835,224
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 (3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
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）

前事業年度の要約 
キャッシュフロー計算書 

（自   平成17年９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） 

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  246,525 191,450 

 減価償却費  92,565 86,700 

 新株発行費  － 12,172 

 固定資産除売却損  227 97 

 受取利息及び受取配当金  △106 △110 

 支払利息  9,236 11,362 

 売上債権の増減額  △19,477 △5,201 

 たな卸資産の増減額  7,668 △17,991 

 仕入債務の増減額  31,628 △10,053 

 未払金の増減額  9,841 △117 

 未払消費税等の増減額  4,653 1,793 

 その他  14,923 △3,595 

 小計  397,685 266,507 

 利息及び配当金の受取額  105 110 

 利息の支払額  △9,073 △11,559 

 法人税等の支払額  △95,839 △110,317 

営業活動によるキャッシュ・フロー  292,878 144,741 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 固定資産の取得による支出  △236,187 △264,900 

 投資有価証券の取得による支出  － △4,425 

 定期積立金の預入による支出  △22,000 △21,001 

 定期積立金の払出による収入  12,000 24,000 

 敷金保証金の差入による支出  △210,183 △46,475 

 敷金保証金の回収による収入  2,062 10 

 短期貸付の純増減額  7,271 △5,216 

 その他  △105 △492 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △447,142 △318,500 
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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 
キャッシュフロー計算書 

（自   平成17年９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） 

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  － 615,000 

 長期借入金の返済による支出  △109,654 △622,218 

 割賦債務の返済による支出  △28,318 △28,475 

株式発行による収入  － 1,580,179 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △137,972 1,544,484 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △292,236 1,370,725 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,060,998 690,272 

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 1,768,762 2,060,998 

     

（注）１.記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 

２.平成18年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありません。したがいま

して、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 
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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 
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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

②倉庫在庫 

総平均法による原価法を採用してお

ります。 

 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

同左 

 

②倉庫在庫 

同左 

 

（会計処理方法の変更） 

従来たな卸資産の評価基準及び評価

方法は、最終仕入原価法によっており

ましたが、たな卸資産のうち倉庫在庫

については、当事業年度から総平均法

による原価法に変更いたしました。 

この変更は、新規出店による店舗の

増加、ライセンス販売の増加等により、

回転期間が長い倉庫在庫が増加し、今

後もその傾向が継続すると見込まれる

ことから、期間損益計算の一層の適正

化を図るために当事業年度より倉庫在

庫の受払管理を強化したことによるも

のであります。 

なお、これによる当事業年度の損益

に与える影響は軽微であります。 
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項目 
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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

４．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(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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物        ３～27年 

  機械及び装置      ７年 

  車両運搬具     ２～６年 

  工具器具及び備品  ３～８年 

(1）有形固定資産 

 

同左 

 (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の耐用

年数は、社内における利用可能期間(５

年)に基づくものであります。 

(2）無形固定資産 

 

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 

５．繰延資産の処理方法  新株発行費 

 

新株発行費 

支払時に全額費用処理しております。 

６．引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

７．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 

８．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か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 

９．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 
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会計処理方法の変更 

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９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 

 当第１四半期より、「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2,835,224千円で

あります。 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、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。これによる損益への影響はありません。 

 

表示方法の変更 

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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 （損益計算書） 

売上高の「卸売事業売上高」は、前期は「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

め区分掲記しております。 

なお、前期の「その他」に含まれている「卸売事業売

上高」は14,400千円であります。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間 
（平成18年８月31日） 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

    建物            32,096千円 

    その他（工具器具及び備品）   231 

    土地            555,497 

    敷金保証金          41,628 

     計            629,453 

   (上記に対応する債務) 

    1年内返済予定長期借入金  115,515 

    長期借入金         591,093 

     計            706,608 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

    建物            32,919千円 

    その他（工具器具及び備品）   265 

    土地            555,497 

    敷金保証金          41,628 

     計            630,310 

   (上記に対応する債務) 

    1年内返済予定長期借入金  119,603 

    長期借入金         649,583 

     計            769,187 

※２ 有形固定資産減価償却累計       521,372千円 ※２ 有形固定資産減価償却累計       429,826千円 

※３ 消費税等の表示 

仮受消費税等と仮払消費税等を相殺したうえで、流

動負債の｢その他｣に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の表示 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入          14,476千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入           13,333千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息             9,236千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            11,362千円 
新株発行費           12,172千円 

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産          92,565千円 
無形固定資産            133千円 

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産           86,700千円 
無形固定資産             118千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

車両運搬具                   227千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

車両運搬具                    55千円 

工具器具及び備品               41 

     計                   97 

 

（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（株） 86,544 － － 86,544

 

２ 自己株式に関する事項 

該当項目はありません 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当項目はありません 

 

４ 配当に関する事項 

該当項目はありません 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

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 

（平成18年８月31日現在）

（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 

（平成18年２月28日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,807,768 現金及び預金勘定 2,087,003  

 預け入れ期間が 3 ヶ月を超

える定期預金勘定 
△5,005

預け入れ期間が 3 ヶ月を超

える定期預金勘定 
△5,004 

預け入れ期間が 3 ヶ月を超

える定期積立預金勘定 
△34,001

預け入れ期間が 3 ヶ月を超

える定期積立預金勘定 
△21,000  

現金及び現金同等物 1,768,762 現金及び現金同等物 2,060,998  
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（リース取引関係） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年９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 

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 

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）

機械及び装置 47,208 23,210 23,998

工具器具及び備品 193,261 68,519 124,742

その他 7,060 2,036 5,024

合計 247,530 93,766 153,764

  

 

 
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 42,408 18,906 23,501

工具器具及び備品 203,685 84,725 118,960

その他 5,332 1,445 3,886

合計 251,426 105,077 146,349

  
２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 45,261 千円

１年超 112,586 千円

合計 157,847 千円
  

 
１年内 45,404 千円

１年超 105,112 千円

合計 150,516 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 
 

支払リース料 30,847 千円

減価償却費相当額 27,830 千円 

支払利息相当額 2,883 千円 
  

 
支払リース料 26,267 千円

減価償却費相当額 23,536 千円 

支払利息相当額 2,779 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 

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 

（減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目

等の記載は省略しております。 

同左 
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（有価証券関係） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

非上場株式 4,425 4,425 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

（1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利キャ

ップ取引であります。 

（2）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の市場金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

（3）取引の利用目的 

借入金利の将来の金利市場における利率上昇によ

る変動リスクを回避する目的で利用しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

金利キャップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。 

なお、取引相手先は信用度の高い国内の金融機関で

あるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に関する権限規程及び内部規程

に基づきリスク管理を行っております。 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク

の大きさを示すものではありません。 

同左 

 

 

 

 
２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
当中間会計期間 

（平成18年８月31日） 
前事業年度 

（平成18年２月28日） 

対象物の種類 取引の種類
契約額等 
（千円） 

契約額等
のうち１
年超 

（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超 

（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円）

金利 キャップ取引 5,250 3,500 480 △4,769 5,250 3,500 800 △4,449

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。 
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（持分法損益等） 

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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 
（ストックオプション等関係） 

ストックオプションの内容及び規模 
 第４回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成 17 年 11 月 29 日 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 87 名 

付与数（注） 普通株式 636 株 

付与日 平成 18 年４月 21 日 

権利行使期間 自 平成 19 年 11 月 30 日 

至 平成 27 年 11 月 29 日 

権利行使条件 (1)新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）

は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監

査役、従業員及び従業員に準ずる地位にあることを要す。 

(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

(3)その他の権利行使の条件については、株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」において定められております。 

（注）平成 17 年 10 月 20 日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

権利確定条件は付与されておりません。また対象勤務期間の定めはありません。 
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（１株当たり情報） 

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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 

１株当たり純資産額 32,760.50円 

１株当たり中間（当期）純利益金額 1,476.94円 

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 

1,317.19円 

  

 

１株当たり純資産額 31,283.56円 

１株当たり当期純利益金額 1,265.93円 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

1,186.39円 

  
 当社は、平成17年10月20日をもって普通株式１株に

対して普通株式４株の割合で株式分割を行いました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報については

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 13,102.32円 

１株当たり当期純利益金額 2,224.99円 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

1,959.76円 
 

 （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。 

 
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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 127,820 99,046 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 127,820 99,046 

期中平均株式数（株） 86,544 78,240 

   

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） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － － 

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） － － 

普通株式増加数（株） 10,496 5,245 

（うち転換社債） － － 

（うち新株予約権） （10,496） （5,245） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数613個） 
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（重要な後発事象） 

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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

Ⅰ 株式取得による会社の買収 

当社は、平成 18 年９月１日開催の取締役会決議に基づ

き、東京 23 区内における好立地の店舗展開の確立を一挙

に図る目的で下記の会社の株式を取得しております。 

（１） 株式会社エムアイフードシステム 

 ① 事業内容 居酒屋の経営 

 ② 規模 総資産   1,467,007 千円 

売上高   1,653,959 千円 

 ③ 株式取得の時期 平成 18 年９月１日 

 ④ 取得する株式の数 200 株 

 ⑤ 取得価格 43,000 千円 

 ⑥ 取得後の持分比率 100％ 

    

（２） 株式会社ジェイエフピー 

 ① 事業内容 居酒屋の経営 

 ② 規模 総資産     298,954 千円 

売上高     295,946 千円 

 ③ 株式取得の時期 平成 18 年９月１日 

 ④ 取得する株式の数 400 株 

 ⑤ 取得価格 ７,000 千円 

 ⑥ 取得後の持分比率 100％ 

    

（３） 有限会社カユミ食品 

 ① 事業内容 スープの製造販売 

 ② 規模 総資産 決算１期目の為、 

算出できません。

売上高 決算１期目の為、 

算出できません。

 ③ 株式取得の時期 平成 18 年９月１日 

 ④ 取得する株式の数 60 株 

 ⑤ 取得価格 １円 

 ⑥ 取得後の持分比率 100％ 

 平成18年４月21日開催の取締役会において、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21並びに平成17年11月29日

開催の第11回定時株主総会決議に基づき、当社の従業

員に対しストックオプションとして無償で新株予約

権を発行することを決議いたしました。 

１．新株予約権発行の日 平成18年４月21日 

２．新株予約権の発行数 636個 

３．新株予約権の目的たる株式の種類および数 

当社普通株式 636株 

４．新株予約権の発行価額 無償とする。 

５．新株予約権の行使に際して

払込をすべき金額 

 

１株当たり 179,864円  

（注）１株当たりの払込金額は、新株予約権発行の日

（平成18年４月21日）が属する月の前月の各日

の名古屋証券取引所における当社普通株式の

最終価格（以下、最終価格という）の平均値（１

円未満の端数は切り上げ）が新株予約権の発行

日の最終価格を上回りましたので、最終価格の

平均値と致しました。 

６．新株予約権の行使により発行または移転される

株式の総額 

114,393,504円 

７.新株予約権を行使することができる期間 

平成19年11月30日から平成27年11月29日まで 

８．新株予約権の行使により発行する新株の発行価

額中資本に組み入れる額 

１株当たり 89,932円 

９．新株予約権の割当を受ける者及び発行数 

割当対象者の区分 人数 新株予約権の発行数 

当社従業員 87人 636個 

合 計 87人 636個 
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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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

Ⅱ 子会社への貸付金 
 当社は、子会社となりました株式会社エムアイフードシ

ステムへ運転資金として、下記のとおり貸付を行いました。 
金額 500,000 千円 

貸付条件 年率 2.5％ 

実施時期 平成18年９月 １日 

返済期日 平成19年８月31日  

 

Ⅲ 子会社の設立 
当社は、青果物等の一括仕入れを行い仕入原価低減効果

を図るため、平成 18 年９月 12 日に株式会社柚屋を設立い

たしました。 

商号 株式会社柚屋（ユズヤ） 

主な事業内容 青果物・農畜産物の卸販売及び加工 

設立年月日 平成 18 年９月 12 日 

本店所在地 東京都港区台場二丁目２番１号 
代表取締役 秋井 崇志 

出資の額 20,000 千円 
出資比率 当社 100％ 

 

Ⅳ 資金の借入 
当社及び子会社の借入金をとりまとめ、管理の効率化と

金利の固定化を目的として、下記のとおり資金の借入を行

いました。 
借入れ先の名称 みずほ銀行 三井住友銀行 

借入額 400,000 千円 300,000 千円

借入条件 固定 1.769％ 固定 1.800%

借入実施日 平成18年9月29日 平成18年9月29日

借入返済期限 平成23年9月20日 平成23年9月29日 
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５．仕入及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 
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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

アルコール・飲料  （千円） 204,491 178,239

食材       （千円） 340,596 306,844

鮮魚       （千円） 102,494 114,005
 

その他        (千円) 238,102 192,839

合計   （千円） 545,087 485,084

 （注）１.金額は仕入価額によって表示しております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３.平成 18 年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありません。 

したがいまして、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 

 
(2）販売実績 

 当事業年度の販売実績を業態別に示すと、以下のとおりであります。 

業態別 
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９月１日 

  至 平成18年２月28日） 

飲食事業      （千円） 1,928,849 1,666,725

 五大陸     （千円） 539,025 529,985

 天地旬鮮 八吉 （千円） 1,200,755 1,019,184

 その他     （千円） 189,067 117,556

商品卸売事業    （千円） 22,891 15,731

その他事業     （千円） 35,448 46,964

 ライセンス販売 （千円） 8,500 18,006

 その他     （千円） 26,948 28,958

合計    （千円） 1,987,189 1,729,422

 （注）１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２. 平成 18 年２月期は決算期変更に伴う６ヶ月決算であったため、前中間会計期間はありません。したが

いまして、前中間会計年度との増減比較は行っておりません。 
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