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平成 １９年３月期   中間決算短信（非連結）    平成18年11月15日 

上場会社名 株式会社 木曽路 上場取引所      東証・名証 各第一部  
コード番号 8160 本社所在都道府県   愛知県 
（ＵＲＬ http://www.kisoji.co.jp） 
代  表  者   役職名 代表取締役社長 氏名 松原 秀樹 

問合せ先責任者   役職名 経理部長      氏名 佐藤 伸彦    ＴＥＬ (052) 872 － 1811 
決算取締役会開催日   平成18年11月15日          配当支払開始日   平成18年12月12日 
単元株制度採用の有無  有（１単元100株） 
 
１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

(1) 経営成績                                     （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
 18年9月中間期 
 17年9月中間期 

       百万円   ％ 
    22,284     ( 5.6 ) 
    21,109    ( 7.3 ) 

       百万円   ％ 
      589    (  1.9 ) 
      578    ( 92.1 ) 

      百万円   ％ 
     629    (  3.6 ) 
      607    ( 82.2 )     

18年3月期     46,333         3,440        3,500     

 

 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 

 
 18年9月中間期 
 17年9月中間期 

百万円   ％   
259    ( 28.9 ) 
 200    (118.4 ) 

円    銭 
         10    48    

      8     71  

円    銭 
        10      03      

      7      79      

18年3月期 1,617           66      87      61      14 

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 － 百万円  17年9月中間期 － 百万円   18年3月期   － 百万円  
    ②期中平均株式数 18年9月中間期 24,723,087株  17年9月中間期 23,065,004株  18年3月期 23,651,575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                                                                              （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

           百万円 
39,291 
37,918 

           百万円 
30,735 
28,227 

        ％ 
78.2 
74.4 

       円   銭 
1,226    35    
1,170    71 

    18年3月期 40,631 30,122 74.1 1,224    89 

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 25,062,495株  17年9月中間期 24,111,194株  18年3月期 24,562,798株 

    ②期末自己株式数  18年9月中間期   89,215株 17年9月中間期   83,661株  18年3月期     86,703株 

(3) キャッシュ･フローの状況                                                               （百万円未満切捨） 

 
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 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

      百万円 
     △    160     
     △      2   

百万円 
     △ 2,387 

△ 1,825 

             百万円 
△   589 
△   292 

      百万円 
 9,662 
10,027 

18年3月期    3,595 △ 2,566 △   376 12,800   

 

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
通   期 

百万円 
48,500 

百万円 
 3,850  

百万円 
1,900 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  75円 81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3月期 11.00 15.00 26.00 

19年3月期（実績） 13.00 － 

19年3月期（予想） － 13.00 

 

26.00 

 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

よって予測数値と異なる場合があります。上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の6ページをご参照下さい。 
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

 当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、外食企業として、事業の拡大と多様化を推進すること並びにそれぞれの事業で付加価値の

高い料理・サービスを手頃な価格で提供することによって、会社の業績進展と企業価値の向上、即ち

株主利益の増大を図ることを基本方針としています。 

 この基本方針を実現するために、当社は、しゃぶしゃぶと日本料理の「木曽路」、居酒屋の「素材屋」、

焼肉料理の「じゃんじゃん亭」、鶏料理の「とりかく」及びイタリア料理の「ラ・ステラコーレ」の各

部門をもって多様な業種・業態に進出し、また、和食新業態の開発を推進しております。 

 また、それぞれの部門は共に「よろこびの食文化の創造」を基本理念とし、その実現に努力してお

ります。即ち、当社は、「食べる」ということを、単に栄養の摂取というレベルに押しとどめることな

く、潤いのある人生の喜びとしてとらえ、ひとつの文化にまで高めたいと考えています。そのために、

食材は常に上質のものを使う、商品に他社にない特徴を持たせる、落ち着ける店内を作る、常によい

サービスを心がける、お値打ち感のある価格設定をする、ことにより、多くの人々に外食の楽しさ、

人生のよろこびを感じていただけるように全力を傾注しております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 利益配分については、将来の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、株主各位への安定

した配当を維持することを基本方針としています。内部留保資金については、出店や設備の増強に充

当するなど、今後の経営体質の強化並びに株主の利益確保のために活用していく所存です。また、各

期の収益状況や配当性向等を勘案して、増配や株式分割など株主への利益還元を積極的に実施します。 

（配当金等について）  

 当期の1株当たり配当金は、中間配当金13円、通期配当金26円とさせていただく予定です。 

 また、株主優待として、当社株式を 100 株以上 500 株未満保有の株主には年 3,200 円相当の、500

株以上1,000株未満保有の株主には年16,000 円相当の、1,000株以上保有の株主には年32,000 円相

当の株主優待券（当社各店でのお食事券）をそれぞれ差し上げております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

 当社は、株主層の拡大と株式流通の活性化を目的として、平成15年1月6日をもって投資単位を従

前の500株から100株へ引き下げました。平成18年9月末における単位当り投資額は22万2千5百

円であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社は成長性と収益性の追求を通じて企業価値の向上と株主利益の増大を実現していきます。その

ために、当社は売上高成長率及び売上高経常利益率を経営の目標指標として掲げ、その目標を達成す

るために、顧客指向に徹し、遵法精神を指針として、常に社員の能力向上と、独自性のある商品・サ



 3 

ービスの開発・提供に注力するとともに、高い成長性・収益性が期待される事業分野に対する経営資

源の効率的投入に努力しています。 

 

目標経営指標の推移 

単位：％ 

 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 

売上高成長率 3.8 4.6 1.4 5.3 8.2 

売上高経常利益率 5.6 6.1 6.2 6.6 7.6 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 平成18年9月末の部門別の店舗配置状況は、木曽路102店舗、素材屋58店舗、じゃんじゃん亭13

店舗、とりかく11店舗、ラ・ステラコーレ1店舗、合計185店舗であります。今後も当面は中核部門

の「木曽路」を中心に拡大してまいります。一方、中長期的には、「素材屋」、「じゃんじゃん亭」、「と

りかく」、「ラ・ステラコーレ」等比較的歴史の新しい部門の多店舗化に注力するとともに、新和食業

態の開発を推進し、事業構造の強化を図っていく方針であります。 

 また、地域別にみた店舗配置は関東地区77店舗、東海地区68 店舗、関西地区37店舗、九州地区3

店舗と大都市経済圏を中心に店舗網を形成しております。今後の店舗展開につきましては、東海地区

の強固な基盤の上に立って、当社にとって相対的に開拓余地の大きい市場である関東・関西地区に重

点的に出店し営業基盤を拡充していく方針であります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

 会社の経営環境は企業間競争の激化や食品安全性問題の発生等により一段と厳しさを増しています。 

 この厳しい環境の中で、当社は高い成長性と収益性を持続していくことを目標に掲げ、次のような

課題に取り組んでいます。 

 第一は、顧客満足の追求であります。常に料理やサービスの内容充実に取り組み、基本理念である

「お値打感」を堅持するとともに、品質・衛生安全の取り組みを強化し、競争力のある価値を提供し

てまいります。そして、それを支える調理技能・接客技能の水準の維持・向上に努めます。 

 第二は、企業価値の向上であります。成長性・収益性の高い分野への新規出店を積極的に進める一

方、業績不振が続く部門・店舗の収益構造の見直しや整理を果断に実施すること、また、業務改革を

強力に推進して経営の効率性を高めることによって、収益基盤を拡充する方針です。 

 第三は、人材の育成であります。社会人として誠実な人間性を持った社員を育成することにより、

活力に富んだ規律ある企業風土を構築してまいります。また、社員の定着性の改善と日常の職場にお

ける教育訓練の強化を通じて、職務遂行能力の一層の向上を図ってまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（８）内部管理体制の整備・運用状況 

 コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載してあります。 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
 

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、設備投資や輸出の増加を背景に企業の生産活動が拡大傾向を続け

ました。国民生活面では、雇用・所得の環境改善が進んだものの、公的負担の増加により家計の可処

分所得と消費支出は減少しました。 
 外食業界では、店舗数の増勢が鈍化しましたが、既存店の売上高が客単価の上昇を主因に増加に転

じ、外食産業の業況にも改善の兆しが現われてきました。 
 このような環境の中で当社は、4店舗の新規出店（前年同期4店舗）、7店舗の改築改装（前年同期

4店舗）、2店舗の退店（前年同期6店舗）を実施し、当中間期末の店舗数は185店舗（うち3店舗が

改築改装中）となりました。 

 営業面では、前年の愛知万博効果の反動や天候不順等の逆風要因もある中で、メニューの充実や多

様化に引き続き注力するとともに、予約客の獲得に向けて販促活動を強化しました。この結果、売上

高は222億8千4百万円（前年同期比5.6％の増加）となりました。 

 経費面におきましては、天候不順による生鮮野菜等の値上り、原油価格高騰、労働需給逼迫化の影

響で経費が増加しました。また、店舗関係においても改築改装時の休業や開店経費による収益負担が

増加しました。その結果、営業利益は5億8千9百万円（同1.9％増加）、経常利益は6億2千9百万

円（同3.6％増加）となりました。 

 特別損益につきましては、店舗立退補償金収入等で1億1千1百万円の特別利益を計上し、また店

舗改築改装や修繕に伴う固定資産除却損、減損損失等で1億5千9百万円の特別損失を計上しました。 

 以上の結果、中間純利益は2億5千9百万円（同28.9％増加）となりました。 
  
（部門別の概況） 
 

木曽路部門 
 しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路部門は、関東地区へ2店舗、東海地区へ1店舗、関西地区へ1店

舗、計4店舗の新規出店、6店舗の改築改装、1店舗の退店により当中間期末店舗数は102店舗（うち

3店舗は改築中、前年同期末比6店舗増加）となりました。 
 営業面では、お客様のニーズにお応えして中核商品であるしゃぶしゃぶ料理において季節感とお値

打感とに富んだメニューを相次いで開発・提供いたしました。また、かに、伊勢エビ、あわび、松茸

等高級食材を利用して一品料理の充実を図りました。その結果、売上高は160億3百万円（前年同期

比10.6％増加）となりました。 
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素材屋部門 
  居酒屋・和食レストランの素材屋部門は、新規出店はなく、1 店舗の退店、1 店舗の改装により当

中間期末店舗数は58店舗（前年同期末比2店舗減少）となりました。 
  営業面では、激しい競争環境の中で店内体制の整備・強化に努め、また、旬・産地・健康・手作り

感をテーマとした新メニューの開発・提供に取り組みました。しかし、店舗数の減少に加えて、昨年

の愛知万博効果の反動もあって業績は停滞し、その結果、売上高は 47 億 3 千 1 百万円（前年同期比

6.5％減少）となりました。 
 
じゃんじゃん亭部門 
 焼肉のじゃんじゃん亭部門は、店舗異同なく、当中間期末店舗数は13店舗であります。 
 営業面では、低価格メニューを開発導入する一方、創作焼肉メニューやタレの開発等により、客数

の回復に努めました。その結果、売上高は8億3千2百万円（同3.8％減少）となりました。 
 
とりかく部門 
 鶏料理のとりかく部門は、店舗異同なく、当中間期末店舗数は１1店舗であります。 

 営業面では、宴会需要の開拓や良質の食材の確保、メニューの充実、人材の育成などに注力し、業

態確立に努めました。その結果、売上高は5億9千8百万円（同3.1％増加）となりました。 

 
その他の部門 
 その他の部門は、イタリア料理店ラ･ステラコーレ１店舗、外販（しぐれ煮、胡麻だれ類）、不動産

賃貸等であります。 
 
（２）財政状態 
 当中間期末の総資産残高は、392億9千1百万円（前期末比13億3千9百万円減少）となりました。 

 これは店舗や情報システム、投資有価証券等への投資等で固定資産が16億9千2百万円増加した反

面、設備資金の支払いや納税・配当金等の決算関係資金の支払いで、預金を31億4千4百万円取崩し

たためであります。また、当中間期中の無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換金額の総

額は7億9千2百万円であります。当中間純利益による純資産の増加と合わせて、当中間期末の純資

産は307億3千5百万円、自己資本比率は78.2％となりました。 

 当中間期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中

間純利益は前述のような営業状況を反映して5億8千万円（前年同期比1億4百万円増加）、減価償却

費が5億8千7百万円、法人税等の支払いは12億8千6百万円（前年同期比2億5千万円増加）とな

りました。この結果、全体では1億6千万円資金流出（前年同期比1億5千8百万円流出増加）とな

りました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、出店等に伴う固定資産取得や情報システム投資、有価証券

投資を中心に、全体では23億8千7百万円の資金流出（前年同期比5億6千2百万円流出増加）とな

りました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払い3億6千 8百万円、銀行借入金の返済2億1

千5百万円を主体に、全体では5億8千9百万円の資金流出（前年同期比2億9千7百万円流出増加）
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となりました。 
 以上の結果、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比31億3千8百万円減少し

て、96億6千2百万円となりました。 
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ分析表 
 16年3月期 17年3月期 17年9月期 18年3月期 18年9月期 
自己資本比率(%)    78.7    68.8    74.4    74.1     78.2 

時価ﾍﾞｰｽ自己資本比率(%)   103.0   102.7   117.8   142.7    141.9 

債務償還年数（年）     0.3     2.0 －     0.9 － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍）   167.8   253.0 －   290.9 － 

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 
＊ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象と 
  しております。 
＊ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動に 
  よるキャッシュ・フロー及び利息の支払額を用いております。 
＊ 債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスの場 
  合非表示としております。 
 
（３）通期の見通し 
 今後のわが国経済動向を展望すると、米国景気の動向や原油高騰の行方等、世界経済の先行きは相

変わらず不透明感が漂っています。その中で、わが国では、企業収益の回復を背景に設備投資が引き

続き堅調であること、また、それが雇用・所得面へ波及すると期待されています。しかし、税・保険

料の負担が家計消費を圧迫していることから、国内景気の回復は極めて緩やかなものになると予想さ

れます。 
 外食業界においては、市場規模の伸び悩みの中で、企業間・店舗間の競争がますます熾烈化してお

ります。また、消費者の行動は外食・中食・レジャー・耐久財等に亘って選択肢が多面化しており、

これらの分野を含めた競合が厳しくなりつつあります。 
 このような経営環境の変動の中で、当社は、まず、顧客指向を指針として商品・サービスの品質の

一層の向上と内容の充実、販売促進施策の強化を推進するとともに、新規出店を着実に推進し、     

これらによって全体としての増収を確保する方針です。特に、中核事業部門であるしゃぶしゃぶ木曽

路部門の一層の強化と、素材屋、じゃんじゃん亭、とりかく等の既存事業の業態再構築に取り組み、

合わせて新和食業態の開発を推進し、業績の進展を図る計画です。 
 利益面におきましては、仕入価格や労働コスト、建築コストの上昇に対して、食材や消耗品等      

の仕入の一層の合理化、業務の見直しと諸経費支出の効率化、成果主義経営の徹底等を推進し、増益

を確保する計画です。 
 これらの経営努力により、通期の業績につきましては、売上高は485億円（前期比4.7％増加）、営

業利益は37億7千万円（同9.6％増加）、経常利益は38億5千万円（同10.0％増加）、当期純利益は

19億円（同17.5％増加）を計画いたしております。 
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（４）事業等のリスク 

(1) 業績の季節変動について 
当社の主力商品である「しゃぶしゃぶ」の需要は、年末・年始を含めた冬季に高まるため、当社

の売上高及び営業利益は下半期に片寄る傾向があります。 
最近５年間の状況は下表のとおりです。 

売上高 営業利益  

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

平成14年3月期（百万円）        

       構成比（％） 

18,304 

 47.7 

20,055 

 52.3 

 38,359 

  100.0 

   533 

  25.0 

 1,599 

  75.0 

 2,132 

 100.0 

平成15年3月期（百万円）    

       構成比（％） 

18,795 

 46.8 

21,336 

 53.2 

 40,131 

  100.0 

  126 

    5.3 

 2,248 

  94.7 

 2,375 

 100.0 

平成16年3月期（百万円）   

       構成比（％） 

18,447 

 45.3 

22,240 

 54.7 

 40,687 

  100.0 

  209 

  8.6 

 2,230 

  91.4 

 2,440 

 100.0 

平成17年3月期（百万円）  

       構成比（％） 

19,670 

 45.9 

23,168 

 54.1 

 42,839 

  100.0 

  301 

   11.0 

 2,442 

  89.0 

 2,743 

 100.0 

平成18年3月期（百万円）  

       構成比（％） 

21,109 

 45.6 

25,223 

 54.4 

 46,333 

  100.0 

  578 

  16.8 

 2,862 

  83.2 

 3,440 

 100.0 

(注）下半期の数値は通期の数値より上半期の数値を差引いたものであります。 
   なお、平成14年3月期は、期央に発生したＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題の風評被害を受け 
   て木曽路部門及びじゃんじゃん亭部門の客数が減少したことから、下半期の売上高及び営業            

   利益が減少しております。今後につきましても、下半期依存型の傾向は続き、業績変動のリ 
   スクが考えられます。 
 

(2) 原材料の調達について 
当社の原材料仕入額において、肉類、野菜、魚介類が50％以上を占めています。異常気象や大規

模災害、安全性問題の発生等により、これらの食材の調達が広範囲かつ長期にわたり阻害された

場合には、当社業績に大きな影響が及ぶ可能性があります。 
 
 



４．中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

　　　　期　　　別

注記

　 科　　　目 番号

　　 % 　　 % 　　 %

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 10,027,344 9,662,421 12,800,902

2 売掛金 624,318 730,794 699,487

3 有価証券 ※2 2,699 － －

4 たな卸資産 595,851 515,348 512,544

5 繰延税金資産 362,133 368,404 424,318

6 その他 581,414 633,260 501,648

　貸倒引当金 △ 788 △ 859 △ 1,096

流動資産合計 12,192,973 32.2 11,909,369 30.3 14,937,805 36.8

 

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産 ※1

(1) 建物 7,611,962 8,308,326 8,004,590

(2) 土地 5,680,809 5,637,326 5,646,050

(3) 建設仮勘定 429,064 357,072 290,355

(4) その他 1,296,962 1,586,656 1,360,480

有形固定資産合計 15,018,799 15,889,382 15,301,476

2 無形固定資産 205,117 787,331 308,317

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,055,691 1,744,106 1,103,062

(2) 保証金 ※2 7,901,244 7,560,942 7,628,508

(3) 繰延税金資産 737,973 609,322 552,940

(4) その他 800,143 792,601 796,772

    貸倒引当金 △ 5,060 △ 5,030 △ 5,050

投資その他の資産合計 10,489,993 10,701,942 10,076,234

固定資産合計 25,713,910 67.8 27,378,656 69.7 25,686,027 63.2

Ⅲ繰延資産 11,423 0.0 3,807 0.0 7,615 0.0

資産合計 37,918,307 100.0 39,291,834 100.0 40,631,448 100.0

     　　　　当中間会計期間末  　　　　   

（平成18年9月30日）

金　　　額

（単位：千円未満切捨）

（ 資  産  の  部 ）

     　　　　前中間会計期間末  　　　　   

（平成17年9月30日）

金　　　額 構成比 構成比

　　　前事業年度の要約貸借対照表  　　　　   

         （平成18年3月31日）

金　　　額 構成比
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　　　　期　　　別
注記

　 科　　　目 番号

( 負  債  の  部 ） 　　 % 　　 % 　　 %

Ⅰ 流動負債

1 買掛金 1,097,182 1,113,983 1,206,180

2 短期借入金 930,000 920,000 1,130,000

3 1年以内返済予定の 23,332 17,503 23,336
  長期借入金

4 未払金 83,468 217,716 189,777

5 未払費用 1,574,641 1,633,983 1,543,875

6 未払法人税等 439,927 369,060 1,363,519

7 未払事業所税 32,942 35,733 63,440

8 未払消費税等 ※3 116,963 83,766 231,610

9 賞与引当金 666,289 672,355 593,596

10 役員賞与引当金 － 13,698 －

11 その他 172,734 295,929 265,703

流動負債合計 5,137,482 13.6 5,373,729 13.7 6,611,039 16.3

Ⅱ 固定負債

1 新株予約権付社債 2,838,000 1,329,000 2,121,000

2 長期借入金 11,670 － －

3 退職給付引当金 961,947 1,080,113 1,020,561

4 役員退職引当金 708,014 740,674 723,104

5 その他 34,081 33,050 33,050

固定負債合計 4,553,713 12.0 3,182,837 8.1 3,897,715 9.6

負債合計 9,691,195 25.6 8,556,567 21.8 10,508,754 25.9

( 資  本  の  部 ）

Ⅰ資本金 8,700,570 22.9 － － 9,059,286 22.3

Ⅱ資本剰余金

1 資本準備金 8,518,015 － 8,876,300

2 その他資本剰余金 101 － 101

資本剰余金合計 8,518,117 22.5 － － 8,876,401 21.8

Ⅲ利益剰余金

1 利益準備金 392,579 － 392,579

2 任意積立金 9,277,064 － 9,277,064

3 中間(当期)未処分 1,234,721 － 2,386,088
  利益

利益剰余金合計 10,904,365 28.7 － － 12,055,732 29.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金

220,124 0.6 － － 253,922 0.6

Ⅴ 自己株式 △ 116,065 △0.3 － － △ 122,649 △0.3

資本合計 28,227,112 74.4 － － 30,122,694 74.1

負債資本合計 37,918,307 100.0 － － 40,631,448 100.0

( 純 資 産 の 部 ）

Ⅰ株主資本

1 資本金 － － 9,455,529 24.0 － －

2 資本剰余金

(1)資本準備金 － 9,272,057 －

(2)その他資本剰余
金

－ 196 －

資本剰余金合計 － － 9,272,254 23.6 － －

3 利益剰余金

(1)利益準備金 － 392,579 －

(2)その他利益剰余
金

－ －

     固定資産圧縮積立金 71,978

    別途積立金 10,200,000

    繰越利益剰余金 － 1,245,876 －

利益剰余金合計 － － 11,910,434 30.3 － －

4 自己株式 － △128,394 △0.3 －

株主資本合計 － － 30,509,823 77.6 － －

Ⅱ評価・換算差額等

その他有価証券評価
差額金

－ 225,444 －

評価・換算差額等合計 － － 225,444 0.6 － －

純資産合計 － － 30,735,267 78.2 － －

負債純資産合計 － － 39,291,834 100.0 － －

       （平成17年9月30日）         （平成18年9月30日）
　　　 　前中間会計期間末  　　　　   　　　　　当中間会計期間末 　　　　   

金　　　額 構成比構成比

9

　　　前事業年度の要約貸借対照表  　　　　   
（平成18年3月31日）

金　　　額

（単位：千円未満切捨）

金　　　額 構成比



（２）中間損益計算書

　　　　  期　　　別

注記
　 科　　　目 番号

　　 % 　　 % 　　 %

Ⅰ売上高 21,109,408 100.0 22,284,469 100.0 46,333,044 100.0

Ⅱ売上原価 6,574,178 31.1 6,946,360 31.2 14,294,041 30.9

売上総利益 14,535,230 68.9 15,338,109 68.8 32,039,003 69.1

Ⅲ販売費及び一般管理費 13,956,714 66.2 14,748,357 66.2 28,598,647 61.7

営業利益 578,515 2.7 589,751 2.6 3,440,355 7.4

Ⅳ営業外収益

1 受取利息 9,523 13,811 21,538

2 受取手数料 6,190 10,229 13,735

3 開店協賛金 17,285 18,190 34,523

4 その他 7,797 40,796 0.2 8,467 50,699 0.2 14,811 84,609 0.2

Ⅴ営業外費用

1 支払利息 6,248 5,849 12,692

2 社債発行費償却 3,807 3,807 7,615

3 その他 1,758 11,815 0.0 1,343 11,000 0.0 4,630 24,938 0.0

経常利益 607,497 2.9 629,450 2.8 3,500,025 7.6

Ⅵ特別利益

1 前期損益修正益 363,761 － 367,614

2 固定資産売却益 769 475 846

3 投資有価証券売却益 － － 99,714

4 解約違約金収入 － － 33,104

5 店舗立退補償金収入 － 110,288 －

6 貸倒引当金戻入益 790 365,321 1.7 257 111,021 0.5 492 501,772 1.1

Ⅶ特別損失

1 前期損益修正損 － － 1,079

2 固定資産売却損 － 609 －

3 固定資産除却損 ※1 264,240 140,754 402,961

4 減損損失 ※3 225,012 18,391 294,656

5 店舗撤退違約金 2,700 － 22,650

6 貸倒引当金繰入額 5,000 496,952 2.3 － 159,755 0.7 5,000 726,347 1.6

税引前中間（当期）
純利益

475,867 2.3 580,716 2.6 3,275,451 7.1

法人税、住民税及び 372,814 302,811 1,655,900
事業税

法人税等調整額 △ 97,881 274,933 1.3 18,861 321,672 1.4 2,026 1,657,926 3.6

中間（当期）純利益 200,934 1.0 259,043 1.2 1,617,524 3.5

前期繰越利益 1,033,787 － 1,033,787

中間配当額 － － 265,223

中間（当期）未処分
利益

1,234,721 － 2,386,088

至平成17年9月30日
自平成18年4月 1日
至平成18年9月30日

　　　　前事業年度の要約損益計算書 　　　　   
         自平成17年4月 1日

　　　　　当中間会計期間  　　　　   
自平成17年4月 1日

金　　　額 百分比 金　　　額 百分比金　　　額 百分比

10

　　　　　前中間会計期間  　　　　   

         至平成18年3月31日

（単位：千円未満切捨）

〔 〔〕 〕 〔 〕
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（３）中間株主資本等変動計算書                                               （単位：千円未満切捨） 

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 その他

資本剰 

余金 

資本剰余金

合計 

利益 

準備金 固定資産 

圧縮積立金 

別途積立金 繰越利益剰余

金 

利益剰余金 

合計 

平成18年3月31日残高 9,059,286 8,876,300 101 8,876,401 392,579 77,064 9,200,000 2,386,088 12,055,732 

中間会計期間変動額          

新株発行 396,242 395,757  395,757      

自己株式の処分   95 95      

固定資産圧縮積立金 

取崩 

     △5,086  5,086 － 

剰余金の配当        △368,441 △368,441 

利益処分による役員賞与        △35,900 △35,900 

別途積立金積立       1,000,000 △1,000,000 － 

中間純利益        259,043 259,043 

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 

         

中間会計期間変動額合計 396,242 395,757 95 395,852 － △5,086 1,000,000 △1,140,212 △145,298 

平成18年9月30日残高 9,455,529 9,272,057 196 9,272,254 392,579 71,978 10,200,000 1,245,876 11,910,434 

 

株主資本 評価・換算  

差額等 

 

自己株式 株主資本 

合計 その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 △122,649 29,868,771 253,922 30,122,694 

中間会計期間変動額     

新株発行  792,000  792,000 

自己株式の処分 161 257  257 

固定資産圧縮積立金 

取崩 

    

剰余金の配当  △368,441  △368,441 

利益処分による役員賞与  △35,900  △35,900 

別途積立金積立     

中間純利益  259,043  259,043 

自己株式の取得 △5,906 △5,906  △5,906 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 

  △28,478 △28,478 

中間会計期間変動額合計 △5,744 641,051 △28,478 612,573 

平成18年9月30日残高 △128,394 30,509,823 225,444 30,735,267 

 



（4）中間キャッシュ・フロー計算書

　　　　　期　　　別

注記

　科　　　目 番号

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 475,867 580,716 3,275,451

減価償却費 542,450 587,689 1,151,413

減損損失 225,012 18,391 294,656

賞与引当金の増加額 120,220 78,759 47,527

役員賞与引当金の増加額 － 13,698 －

退職給付引当金の増加額 33,235 59,552 91,848

役員退職引当金の増加額 15,590 17,570 30,680

貸倒引当金の増加額（△減少額） 4,209 △ 257 4,507

投資有価証券売却益 － － △ 99,714

受取利息及び配当金 △ 14,558 △ 20,379 △ 31,879

支払利息 6,248 5,849 12,692

社債発行費償却 3,807 3,807 7,615

前期損益修正損益（△益） △ 363,761 － △ 367,614

固定資産除却損 264,240 140,754 402,961

固定資産売却損益（△益） △ 769 133 △ 846

店舗立退補償金収入 － △ 110,288 －

店舗撤退違約金 － － 22,650

売上債権の減少額（△増加額） 7,966 △ 31,307 △ 67,203

たな卸資産の増加額 △ 163,529 △ 2,803 △ 80,221

その他資産の増加額 △ 101,600 △ 99,681 △ 19,293

仕入債務の増加額（△減少額） △ 23,568 △ 92,197 85,429

未払事業所税の増加額（△減少額） △ 24,795 △ 27,706 5,702

未払消費税等の増加額（△減少額） △ 59,039 △ 147,844 55,607

その他流動負債の増加額 105,887 172,282 193,322

役員賞与の支払額 △ 27,400 △ 35,900 △ 27,400

小　計 1,025,712 1,110,838 4,987,893

利息及び配当金の受取額 13,855 20,463 31,067

利息の支払額 △ 6,241 △ 5,919 △ 12,357

店舗撤退による支払額 － － △ 2,700

法人税等の支払額 △ 1,035,603 △ 1,286,234 △ 1,408,710

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,278 △ 160,851 3,595,192

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書

 （単位：千円未満切捨）

至平成18年3月31日

自平成17年4月 1日

至平成17年9月30日

自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日

自平成17年4月 1日

当中間会計期間

12

前中間会計期間

〔 〕 〕〔 〕〔



　　　　　期　　　別

注記

　科　　　目 番号

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー　

定期預金の預入による支出 △ 520,000 － △ 520,000

有価証券の売却等による収入 － － 2,700

投資有価証券の取得による支出　 － △ 688,851 △ 213,949

投資有価証券の売却による収入　 － － 323,036

有形固定資産の取得による支出 △ 1,192,194 △ 1,263,372 △ 2,202,360

有形固定資産の除却による支出 △ 12,093 △ 25,622 △ 36,531

有形固定資産の売却による収入 2,340 8,590 2,802

無形固定資産の取得による支出 △ 20,058 △ 486,345 △ 90,866

長期前払費用の取得による支出 △ 744 △ 2,498 △ 2,944

出資金の差入による支出 △ 20 － △ 20

貸付金の回収による収入 4,666 4,666 9,333

差入保証金の差入による支出 △ 255,600 △ 119,871 △ 345,981

差入保証金の回収による収入 168,139 185,597 508,777

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,825,564 △ 2,387,705 △ 2,566,003

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 650,000 650,000 1,130,000

短期借入金の返済による支出 △ 650,000 △ 860,000 △ 930,000

長期借入金の返済による支出 △ 11,666 △ 5,833 △ 23,332

自己株式の取得による支出 △ 5,627 △ 5,906 △ 12,211

自己株式の売却による収入 59 257 59

配当金の支払額 △ 275,544 △ 368,441 △ 540,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 292,778 △ 589,924 △ 376,251

Ⅳ 　現金及び現金同等物の増加額（△減
少額）

△ 2,120,621 △ 3,138,481 652,937

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 12,147,965 12,800,902 12,147,965

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※1 10,027,344 9,662,421 12,800,902
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自平成18年4月 1日

至平成17年9月30日

当中間会計期間

至平成18年3月31日

自平成17年4月 1日

至平成18年9月30日

 （単位：千円未満切捨）

前中間会計期間
前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

自平成17年4月 1日

〔 〕 〕〔 〕〔



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 当中間会計期間  前事業年度

               自　平成17年4月１日                自　平成18年4月１日                自　平成17年4月１日

　           　至　平成17年9月30日 　             至　平成18年9月30日 　　           至　平成18年3月31日

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差
額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は総平均法により算定）

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均
法により算定）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

　総平均法による原価法 同左 同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

製品・仕掛品及び原材料 製品・仕掛品及び原材料 製品・仕掛品及び原材料

　総平均法による原価法 同左 同左

商品 商品 商品

　先入先出法による低価法 同左 同左

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品

　先入先出法による原価法 同左 同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建
物附属設備を除く)については、定額法を採用して
おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

建物　　　 3～50年

構築物　　10～30年

器具及び備品　 2～20年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産に
ついては、３年間で均等償却する方法を採用して
おります。

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

　定額法

なお、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）に基づいておりま
す。

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用

   　定額法 同左 同左

３．繰延資産の処理 ３．繰延資産の処理 ３．繰延資産の処理

社債発行費

３年間で均等償却しております。 同左 同左

同左

同左
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同左

同左

〕 〕〔 〕 〔 〔



前中間会計期間 当中間会計期間    前事業年度

               自　平成17年4月１日                自　平成18年4月１日                  自　平成17年4月１日

　           　至　平成17年9月30日 　             至　平成18年9月30日 　　             至　平成18年3月31日

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

同左 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込
額のうち当中間期に対応する額を計上しておりま
す。

同左 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込
額のうち当期に対応する額を計上しております。

(3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金

　　　　　　　　　　　― 役員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込
額のうち当中間期に対応する額を計上しており
ます。

　　　　　　　　　　　―

(4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (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
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
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。

同左 従業員の退職給付に備えるため、当期末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。

また、過去勤務債務は、発生年度に全額を費用処
理しております。数理計算上の差異は、各事業年
度の発生時における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按分
した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理
することとしております。

また、過去勤務債務は、発生年度に全額を費用処
理しております。数理計算上の差異は、各事業年
度の発生時における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按分
した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理
することとしております。当社は、複数事業主
（外食産業等）により設立された企業年金制度
（総合設立型厚生年金基金）に加入しておりま
す。当該企業年金制度における当社の年金資産は
2,995,574千円であります。

(5）役員退職引当金 (5）役員退職引当金 (5）役員退職引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基
づく中間期末要支給額を計上しております。

同左 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法 ５．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。

同左 同左

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の ６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金 ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

    範囲     の範囲

手許現金、随時引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。

同左 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 7．その他中間財務諸表作成のための基本となる重 7．その他財務諸表作成のための基本となる重要な

    事項     要な事項     事項

　 消費税等の会計処理 　 消費税等の会計処理    消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。 同左 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 当中間会計期間  前事業年度

               自　平成17年4月１日                自　平成18年4月１日                自　平成17年4月１日

　             至　平成17年9月30日 　             至　平成18年9月30日 　　           至　平成18年3月31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

　 30,735,267千円であります。

 　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。

　　　　　　　　　　　― （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それぞれ13,698千円減
少しております。

(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）

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意
見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日　）を適
用しております。これにより税引前中間純利益は、
225,012千円減少しております。なお減損損失累計額
につきましては、改正後の中間財務諸表等規則に基づ
き各資産の金額から直接控除しております。

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基（「固
定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」
（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号　平成15年10月31日　）を適用して
おります。これにより税引前当期純利益は、283,562
千円減少しております。なお減損損失累計額につきま
しては、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産
の金額から直接控除しております。

(配送費の会計処理） 　　　　　　　　　　　― (配送費の会計処理）

従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました工
場及び倉庫から店舗への配送費については売上との直
接的な対応関係を明確にし、売上総利益をより適正に
表示するため、当中間会計期間より売上原価に計上し
ております。この変更により従来の方法に比べ、売上
原価は245,107千円増加し、販売費及び一般管理費は
261,727千円減少し、その結果、売上総利益は245,107
千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利
益は16,619千円増加しております。

従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました工
場及び倉庫から店舗への配送費については売上との直
接的な対応関係を明確にし、売上総利益をより適正に
表示するため、当事業年度より売上原価に計上してお
ります。この変更により従来の方法に比べ、売上原価
は549,057千円増加し、販売費及び一般管理費は
565,574千円減少し、その結果、売上総利益は549,057
千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益は16,517千円増加しております。

追加情報
前中間会計期間 当中間会計期間  前事業年度

               自　平成17年4月１日                自　平成18年4月１日                自　平成17年4月１日

　           　至　平成17年9月30日 　             至　平成18年9月30日 　　           至　平成18年3月31日

（賃借料） 　　　　　　　　　― （賃借料）

従来、賃借料については支出時に費用処理しておりま
したが、相対的に重要性が増しつつあり、今後とも増
加が見込まれるため、当中間会計期間より未経過分に
ついて前払費用処理することとしております。この結
果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常
利益は15,606千円増加し、税引前中間純利益は、
379,367千円増加しております。

従来、賃借料については支出時に費用処理しておりま
したが、相対的に重要性が増しつつあり、今後も増加
が見込まれるため、当事業年度より未経過分について
前払費用処理することとしております。この結果、従
来の方法によった場合に比べ営業利益、経常利益は
20,776千円増加し、税引前当期純利益は、384,537千
円増加しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

 ※1.有形固定資産の減価償却

　　 累計額 12,884,765 千円 12,750,531 千円 13,023,936 千円

 ※2.担保に供している資産

　　①有価証券 2,699 千円 　　　　　　    ― 千円 　　　　　　    ― 千円

　　②保証金 7,730 千円 10,115 千円 10,115 千円

　　　　計 10,430 千円 10,115 千円 10,115 千円

 ※3.消費税等の取り扱い

（中間損益計算書関係）

 ※1.固定資産除却損の内訳

　　①建物 231,115 千円 100,729 千円 308,761 千円

　　②その他 20,422 千円 14,403 千円 56,888 千円

　　③取壊費用 12,701 千円 25,622 千円 37,310 千円

　　　　計 264,240 千円 140,754 千円 402,961 千円

 　2.減価償却実施額

　　①有形固定資産 515,172 千円 559,376 千円 1,094,681 千円

　　②無形固定資産 22,422 千円 23,465 千円 47,028 千円

 ※3.減損損失
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前 事 業 年 度 末 

（平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間

至 平成17年9月30日

自 平成17年4月 1日 自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、各店舗及

び賃貸物件を基本単位としてグ

ルーピングしております。店舗に

つきましては、営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスである

資産グループについて減損を認識

し、各々の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失（225,012千円）として計上

いたしました。

当社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、各店舗を
基本単位とし、また、賃貸資産及
び遊休資産については物件単位毎
にグルーピングしております。営
業活動から生ずる損益が継続して
マイナスである資産グループ及び
時価が著しく下落している遊休資
産について減損を認識し、各々の
帳簿価額を回収可能価額まで減額
し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失
（18,391千円）として計上いたし
ました。

当社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、各店舗を
基本単位とし、また、賃貸資産及
び遊休資産については物件単位毎
にグルーピングしております。営
業活動から生ずる損益が継続して
マイナスである資産グループ及び
時価が著しく下落している遊休資
産について減損を認識し、各々の
帳簿価額を回収可能価額まで減額
し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失
（294,656千円）として計上いた
しました。

同左

同左 ─

前 事 業 年 度

至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺し、流動負債に未払消費税等

として表示しております。

前 中 間 会 計 期 間 末

（平成17年9月30日）

同左

当 中 間 会 計 期 間 末

上記を前払式証票の規制等に関す
る法律に基づき供託しておりま
す。

〔 〕 〔 〕 〔 〕



減損損失の内訳は次のとおりです。 減損損失の内訳は次のとおりです。 減損損失の内訳は次のとおりです。

地域・用途 種類 減損損失 地域・用途 種類 減損損失 地域・用途 種類 減損損失

愛知県5店舗 建物等 100,016 埼玉県1店舗 建物等 18,391 愛知県7店舗 建物等 134,902

大阪府1店舗 建物等 59,949 大阪府1店舗 建物等 59,949

兵庫県1店舗 建物等 65,045 兵庫県1店舗 建物等 65,045

合計 225,012
三重県

遊休資産1件
土地 34,759

合計 294,656

科目別内訳は次のとおりです。 科目別内訳は次のとおりです。 科目別内訳は次のとおりです。

減損損失 減損損失 減損損失

194,701 17,296 226,995

30,310 1,094 32,901

225,012 18,391 34,759

なお、資産グループの回収可能額は、 なお、資産グループの回収可能額は、 294,656

店舗については使用価値により測定 店舗については使用価値により測定 なお、資産グループの回収可能額は、

しており、将来キャッシュ・フロー しており、将来キャッシュ・フロー 店舗については使用価値により測定

を4.2％で割り引いて算定しておりま を3.9％で割り引いて算定しておりま しており、将来キャッシュ・フロー

す。 す。 を4.2％で割り引いて算定しておりま

す。また、遊休資産については正味

売却価額により測定しております。

 　4.利益処分方式による
　　 圧縮積立金の取扱い
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(単位:千円) (単位:千円) (単位:千円)

(単位:千円) (単位:千円) (単位:千円)

前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度

自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日

自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日

至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日

科　　目

建　　物

そ の 他

合　　計

建　　物

そ の 他

土　　地

科　　目

建　　物

そ の 他

合　　計

科　　目

合　　計

当中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している利益処分による圧

縮積立金の取崩しを前提として当

中間会計期間に係る金額を計算し

ております。

同左 －

〔 〕〔 〕 〔 〕



（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4月1日　至　平成18年9月30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

発行済株式

　普通株式 24,649 502 － 25,151

自己株式

　普通株式 86 2 0 89

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加502千株は、転換社債型新株予約権付社債の株式転換による新株の発行による増加であります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類

平成18年6月29日定時株主総会 普通株式 15円

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

決議 株式の種類 配当金の原資 1株当たり配当額

平成18年11月15日取締役会 普通株式 利益剰余金 13円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※1.現金及び現金同等物の中間

期末(期末)残高と中間(期末)

貸借対照表に掲載されている

科目の金額との関係

現金及び預金

現金及び現金同等物

　2.重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使による
資本金増加額 －

新株予約権の行使による
資本金準備増加額

新株予約権の行使による
新株予約権付社債減少額
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792,000千円

1,267,775千円

1,266,224千円

2,534,000千円

（平成18年9月30日現在） （平成18年3月31日現在）

396,242千円

395,757千円

12,800,902千円10,027,344千円

（平成18年9月30日現在）

9,662,421千円

9,662,421千円

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

（平成17年9月30日現在）

10,027,344千円

（平成18年3月31日現在）

12,800,902千円

自 平成17年4月 1日

至 平成17年9月30日

自 平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日

平成18年12月12日

前 中 間 会 計 期 間 当 中 間 会 計 期 間 前 事 業 年 度

配当金の総額

325,812千円

基準日

平成18年9月30日

効力発生日

平成18年3月31日 平成18年6月30日

効力発生日

配当金の総額

368,441千円

1株当たり配当額 基準日

前事業年度末株式数（千株） 当中間会計期間末株式数（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）

〔 〕〔 〕 〔 〕



（リース取引関係）

取得価額相当
額

減価償却累計
額相当額

中間期末残高相当
額

取得価額相当
額

減価償却累計
額相当額

中間期末残高
相当額

取得価額相当
額

減価償却累計
額相当額

期末残高相当
額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

(その他) (その他) (その他)

器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品

(その他) (その他) (その他)

車両及び運搬具 車両及び運搬具 車両及び運搬具

合計 758,715 278,717 479,997 合計 856,580 333,617 522,962 合計 802,655 322,389 480,266

 １年内 109,138千円  １年内 115,748千円  １年内 108,970千円

 １年超 370,858千円  １年超 407,213千円  １年超 371,296千円

  合計 479,997千円   合計 522,962千円   合計 480,266千円

支払リース料 56,689千円 支払リース料 61,034千円 支払リース料 115,575千円

減価償却費相
当額

56,689千円 減価償却費相
当額

61,034千円 減価償却費相
当額

115,575千円

       リース資産に配分された減損損失はありません。
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　　(5）減損損失について

同左同左

 　(5）減損損失について

　　(4）減価償却費相当額の算定方法

　　(5）減損損失について

　　(4）減価償却費相当額の算定方法

リ－ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっております。

同左 同左

   (4）減価償却費相当額の算定方法

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却
費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額及び減損損失

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース
料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める
割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　 同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割
合が低いため、支払利子込み法により算定しておりま
す。

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

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が
有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　 同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が
有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定しております。

462,502 118,177 344,325

315,851 156,900 158,950

540,729 176,717 364,011

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、
減損損失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、減損損失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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

前中間会計期間

自　平成17年4月１日

至　平成17年9月30日

当中間会計期間

自　平成18年4月１日

至　平成18年9月30日

前事業年度

306,069 175,903 130,166

自　平成17年4月１日

至　平成18年3月31日

296,213 160,540 135,672

496,586 146,486 350,100

〕〔 〕〔 〕〔



（有価証券関係）
前中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
中間貸借対照表計上額

（千円）

株式 86,989 485,078 398,088

債券 502,063 473,479 △28,583

その他 99,189 99,207 17

合計 688,242 1,057,765 369,522

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額

（千円）

（その他有価証券）

非上場株式 626

（注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上

50％以下下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。

当中間会計期間末（平成18年9月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
中間貸借対照表計上額

（千円）

株式 866,468 1,294,116 427,648

債券 299,370 250,082 △49,288

その他 199,189 199,282 92

合計 1,365,027 1,743,480 378,452

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額

（千円）

（その他有価証券）

非上場株式 626

（注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上

50％以下下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。

前事業年度末（平成18年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

貸借対照表計上額

（千円）

株式 177,616 663,959 486,342

債券 299,370 241,205 △58,165

その他 199,189 197,272 △1,917

合計 676,176 1,102,436 426,259

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額

（千円）

（その他有価証券）

非上場株式 626

（注）減損処理にあたっては、時価が帳簿価額を50％超下落したもの及び時価が帳簿価額に比べて30％以上

50％以下下落しているもののうち、時価の回復可能性があると判断されるものを除き減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自 平成17年4月１日　至 平成17年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

当中間会計期間（自 平成18年4月１日　至 平成18年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

前事業年度（自 平成17年4月１日　至 平成18年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自 平成17年4月１日　至 平成17年9月30日）

当社は、関係会社がありませんので該当事項はありません。

当中間会計期間（自 平成18年4月１日　至 平成18年9月30日）

当社は、関係会社がありませんので該当事項はありません。

前事業年度（自 平成17年4月１日　至 平成18年3月31日）

         当社は、関係会社がありませんので該当事項はありません。

 

取得原価（千円） 差額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）
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取得原価（千円） 差額（千円）
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 （１株当たり情報） 

         前中間会計期間 

(    (自 平成 17年 4月 １日 

     至 平成 17年 9月 30 日）      

      当中間会計期間 

  （自 平成 18年 4月 １日    

    至 平成 18年 9月 30 日）  

      前事業年度 

 （自 平成 17年 4月 １日 

  至 平成 18年 3月 31 日）   

一株１株当たり純資産額      1,170 円 71銭 

  １株当たり中間純利益金額    8 円 71 銭 

  潜在株式調整後１株        7 円 79 銭 

  当たり中間純利益金額 

 

 

 

１株当たり純資産額   1,226 円 35 銭 

１株当たり中間純利益金額10円48 銭       

潜在株式調整後１株      10円03 銭 

当たり中間純利益金額 

 

 

 

１株当たり純資産額   1,224円89銭 

１株当たり当期純利益金額66円 87銭 

潜在株式調整後１株    61円14銭 

当たり当期純利益金額 

 

 

 

（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 4月 1日 

   至平成 17年 9月 30日) 

  当中間会計期間 

( (自平成 18年 4月 1日  

   至平成 18年 9月 30日) 

      前事業年度 

（自平成 17年 4月 1日  

 至平成 18年 3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)             200,934             259,043           1,617,524 

普通株主に帰属しない金額(千円)                  ─                  ─              35,900 

(うち利益処分による役員賞与金）                 (─)                 (─)             (35,900) 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)             200,934       259,043           1,581,624 

期中平均株式数(千株)              23,065        24,723              23,651 

    

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)                 924                  727               2,514 

(うち支払利息等(税額相当額控除後））                (924)                 (727)              (2,514) 

普通株式増加数(千株)               2,847         1,183               1,345 

（うち新株予約権付社債）              (2,847)               (1,183)              (1,345) 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  



５．販売の状況

　　　　　期　　　別

　　部　門　別

％ ％ ％

木 曽 路 部 門 14,469,907 68.5 16,003,430 71.8 33,107,574 71.4

素 材 屋 部 門 5,062,425 24.0 4,731,419 21.2 10,129,256 21.9

じゃんじゃん亭部門 865,897 4.1 832,825 3.8 1,625,931 3.5

と り か く 部 門 580,994 2.8 598,918 2.7 1,204,620 2.6

そ の 他 部 門 130,183 0.6 117,876 0.5 265,661 0.6

合 計 21,109,408 100.0 22,284,469 100.0 46,333,044 100.0

(注）１．販売数量は、数量単位が多岐にわたるため、記載を省略しております。

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

     ３．総販売実績に対し、10 ％以上に該当する販売先はありません。

     （単位：千円未満切捨）

前事業年度

平成18年3月31日

平成17年4月 1日

平成17年9月30日

平成18年4月 1日

平成18年9月30日

前中間会計期間 当中間会計期間

平成17年4月 1日
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〔 〕〔 〕〔〔〔〔〔 〕




