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１．2006年9月中間期の業績（2006年4月1日～2006年9月30日）

(1）経営成績 (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 ％
2006年9月中間期 9,146 ( 0.9 ) 479 ( 52.2 ) 467 ( 43.7 )
2005年9月中間期 9,060 ( 3.0 ) 314 (  ―  ) 325 (  ―  )

2006年3月期 17,914 ( 1.9 ) 945  ( 107.0 ) 930  ( 141.5 )

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
2006年9月中間期 203  ( 176.9 ) 43 68 ―  
2005年9月中間期 73 (  ―  ) 15 77 ―  

2006年3月期 310 (  ―  ) 65 08 ―  
（注）①持分法投資損益 2006年9月中間期 ―百万円 2005年9月中間期 ―百万円 2006年3月期 ―百万円

②期中平均株式数 2006年9月中間期 4,669,650株 2005年9月中間期 4,669,650株 2006年3月期 4,669,650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

(2）財政状態 （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
2006年9月中間期 9,047 1,624 17.9 347 78
2005年9月中間期 8,575 1,227 14.3 262 80

2006年3月期 7,721 1,464 19.0 313 60
（注）①期末発行済株式数 2006年9月中間期 4,669,650株 2005年9月中間期 4,669,650株 2006年3月期 4,669,650株

②期末自己株式数 2006年9月中間期 4,350株 2005年9月中間期 4,350株 2006年3月期 4,350株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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
2006年9月中間期 522 △784 1,023 1,789
2005年9月中間期 472 △131 △948 1,593

2006年3月期 1,316 △490 △1,998 1,028

２．2007年3月期の業績予想（2006年4月1日～2007年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円  百万円  百万円
通　期 19,500 1,120 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　85円66銭

３．配当状況

 ・現金配当

１株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

2006年3月期 － 8.00 8.00

2007年3月期（実績） 10.00  －
20.00

2007年3月期（予想） － 10.00

※　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
　  当社は丼、うどんを中心とした和風ファストフード店、及びそのチェーン本部の経営を行っております。

　当社は親会社である株式会社ゼンショーを中心とする企業集団に属しております。

　株式会社ゼンショーはフード業を営んでおります。

 

　事業系統図は次のとおりであります。　

　

 お       客       様 

フランチャイズ加盟店 

商品とサービスの提供 

食材等の販売 

当              社 

ロイヤリティの受取 

商品とサービスの提供 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブルサプライ 

厨房備品の購入 

親会社の子会社 
株式会社グローバルフレッシュサプライ 

食材の物流委託 

親会社の子会社 
株式会社グローバル・ウェア 

ユニフォームの購入 

親会社 
株式会社ゼンショー 

仕入サポート 

商品開発サポート 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は常に食の安全を最優先に考え、商品を開発してまいりました。「心のこもったおもてなし」のもと、「厳

選した素材の美味しい商品」を「清潔で明るいお店」で、「迅速な商品の提供」を通してより多くのお客様に満足

していただくことにより社会貢献することをその経営方針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分に関しましては配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化のための内部留保充実

もふまえ、実績に応じた利益配分を行ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　独自性のある新商品投入により客数を回復し、個店毎の売上を増加させ、全体として利益を確保できる体質を作

り上げるとともに、競合他社との差別化を明確にできるブランド力の確立と浸透を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社では、安全・安心な食材による商品の提供を強化し、お客様に喜んでいただけるブランド作りを目指してま

いります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当中間会計期間の概況

　当中間会計期間における我が国経済は、米国経済の動向や原油価格の高止まりなど一部に懸念材料はあるもの

の、企業業績の改善に伴い、景気回復傾向が持続しました。

　外食産業におきましては、所得環境の改善によって消費意欲は増しつつあるものの、競争の激化等により、依

然として厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社では、業績の向上を目指し新規出店による業容の拡大を図る一方、食の安全性の追求

と提供する商品クオリティの向上に注力し、季節感のある新商品の導入にも積極的に取り組みながら、お客様に

食を楽しんでいただける環境作りに努めてまいりました。

　当中間会計期間の売上高は9,146,247千円（前年同期比0.9％増）、営業利益479,316千円（前年同期比52.2％

増）、経常利益467,070千円（前年同期比43.7％増）中間純利益は203,973千円（前年同期比176.9％増）となりま

した。

②　部門別業績

＜直営店部門＞

　当中間会計期間における新規出店は15店舗、加盟店6店舗の直営店化と1店舗の閉鎖により、直営店総店舗数は

207店舗となり、売上高は7,524,504千円（前年同期比3.4％増）となりました。

＜フランチャイジー (加盟店) 部門＞

　当中間会計期間における加盟店店舗は6店舗の直営店化と１店舗の閉鎖により、総店舗数76店舗となり、売上高

は1,377,029千円（前年同期比10.0％減）となりました。

(2）財政状態

  当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前中間会計期間末に比べ196,239

千円増加（前年同期比12.3％増）し、1,789,683千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は522,227千円（前年同期比10.4％増）となりました。

　これは主に、新規出店を順次行なったことにより、売上高が前年同期に比べ85,910千円増加したことおよび売上

原価の低減により、税引前中間純利益が405,084千円（前年同期比114.9％増）となり、前年同期に比して大幅な利

益の増加があったこと等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）

　　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は784,855千円（前年同期比497.6%増）となりました。

　これは主に、当中間会計期間における新規出店15店舗、フランチャイジーよりの譲受による増加6店舗および直営

店24店舗の改装に伴う有形固定資産の取得による支出638,164千円（同224.0％増）と敷金保証金等の支払による支

出123,381千円（同413.0％増）があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は1,023,753千円（前年同期は、使用した資金948,783千円）

となりました。

　これは主に、長期借入金による資金調達2,100,000千円を行う一方で、長期借入金の返済による支出1,038,860千

円があったこと等によるものであります。

(3) 通期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、原油価格の動向など、懸念材料はあるものの、景気は回復基調で推移し個人

消費も底堅い動きが続くものと予想されます。

　外食産業におきましては、更なる競合状態が続くものと予想されます。

　当社としましては、今後さらに食の安全性の追求と商品クオリティの向上をテーマとして取り組むことにより競

合他社との差別化を図り、ブランド力を強化し、高めていく努力を続けてまいります。

　通期の業績につきましては、売上高19,500百万円、経常利益1,120百万円、当期純利益400百万円を見込んでおり

ます。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（2005年９月30日）

当中間会計期間末
（2006年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,593,444 1,789,683 1,028,558

２．売掛金 409,970 416,490 413,328

３．たな卸資産 87,075 67,398 65,035

４．繰延税金資産 121,666 93,751 174,452

５．その他 348,601 293,816 209,762

貸倒引当金 △12,124 △19,182 △21,068

流動資産合計 2,548,633 29.7 2,641,957 29.2 1,870,068 24.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 2,804,369 3,294,636 2,889,707

(2）その他 103,442 191,798 97,380

計 2,907,811 3,486,435 2,987,087

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 171,438 94,669 128,814

(2）その他 301 37,696 301

計 171,740 132,365 129,116

３．投資その他の資産

(1）長期貸付金 316,516 277,095 293,673

(2）差入保証金 2,057,644 2,178,478 2,112,184

(3）繰延税金資産 305,517 66,474 69,083

(4）その他 337,031 295,146 294,771

貸倒引当金 △69,785 △30,045 △34,534

計 2,946,924 2,787,149 2,735,178

固定資産合計 6,026,476 70.3 6,405,950 70.8 5,851,382 75.8

資産合計 8,575,109 100.0 9,047,908 100.0 7,721,451 100.0
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前中間会計期間末
（2005年９月30日）

当中間会計期間末
（2006年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 683,457 686,499 681,126

２．短期借入金 1,600,000 － －

３．一年以内に返済予定
の長期借入金

1,684,135 1,983,540 1,732,614

４．未払法人税等 50,455 138,006 83,939

５．賞与引当金 145,000 129,000 140,000

６．その他 ※２ 589,951 627,626 518,196

流動負債合計 4,752,999 55.4 3,564,671 39.4 3,155,876 40.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,969,214 3,281,508 2,471,294

２．退職給付引当金 65,207 80,219 73,341

３．預り保証金 478,111 431,326 486,119

４．その他 82,413 66,151 70,403

固定負債合計 2,594,946 30.3 3,859,204 42.7 3,101,158 40.1

負債合計 7,347,945 85.7 7,423,876 82.1 6,257,035 81.0
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前中間会計期間末
（2005年９月30日）

当中間会計期間末
（2006年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 684,880 8.0 － － 684,880 8.9

Ⅱ　資本剰余金

　　資本準備金 471,787 － 471,787

資本剰余金合計 471,787 5.5 － － 471,787 6.1

Ⅲ　利益剰余金

　　中間(当期)未処分利
益

73,654 － 310,905

利益剰余金合計 73,654 0.8 － － 310,905 4.0

Ⅳ　自己株式 △3,157 △0.0 － － △3,157 △0.0

資本合計 1,227,164 14.3 － － 1,464,415 19.0

負債・資本合計 8,575,109 100.0 － － 7,721,451 100.0

 （純資産の部）

　株主資本

 Ⅰ　資本金 － － 684,880 7.5 － －

 Ⅱ　資本剰余金       

   　  資本準備金 －   471,787   －   

 資本剰余金合計 － － 471,787 5.2 － －

 Ⅲ　利益剰余金

 　　　その他利益剰余金

 　　　　繰越利益剰余金 － 470,521 －

 利益剰余金合計 － － 470,521 5.2 － －

 Ⅳ　自己株式 － － △3,157 △0.0 － －

 株主資本合計 － － 1,624,031 17.9 － －

純資産合計 － － 1,624,031 17.9 － －

 負債純資産合計 － － 9,047,908 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,060,336 100.0 9,146,247 100.0 17,914,111 100.0

Ⅱ　売上原価 3,464,183 38.2 3,279,628 35.9 6,804,326 38.0

売上総利益 5,596,152 61.8 5,866,619 64.1 11,109,785 62.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

5,281,189 58.3 5,387,302 58.9 10,164,420 56.7

営業利益 314,963 3.5 479,316 5.2 945,365 5.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 88,347 1.0 62,649 0.7 129,340 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 78,204 0.9 74,895 0.8 144,335 0.8

経常利益 325,106 3.6 467,070 5.1 930,370 5.2

Ⅵ  特別利益

 
 ※３

 

18,144 0.2 26,101 0.3 37,573 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４ 154,778 1.7 88,088 1.0 327,672 1.8

税引前中間(当期)
純利益

188,472 2.1 405,084 4.4 640,272 3.6

法人税、住民税及
び事業税

31,100 117,800 62,000

法人税等調整額 83,718 114,818 1.3 83,311 201,111 2.2 267,366 329,366 1.8

中間(当期)純利益 73,654 0.8 203,973 2.2 310,905 1.8

前期繰越利益 － － －

中間(当期)未処分
利益

73,654 － 310,905
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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2006年4月1日　至2006年9月30日）

株主資本

純資産合計
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

その他利益剰

余金

繰越利益剰
余金

2006年3月31日　残高
（千円）

684,880 471,787 310,905 △3,157 1,464,415 1,464,415

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △37,357  △37,357 △37,357

役員賞与(注)   △7,000  △7,000 △7,000

中間純利益   203,973  203,973 203,973

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

- - 159,615 - 159,615 159,615

2006年9月30日　残高
（千円）

684,880 471,787 470,521 △3,157 1,624,031 1,624,031

 (注)2006年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前中間(当期)純
利益

188,472 405,084 640,272

減価償却費 108,052 123,361 220,479

無形固定資産償却額 72,532 46,561 115,155

長期前払費用償却額 17,428 14,840 32,509

賞与引当金の増減額
（△減少）

54,000 △11,000 49,000

退職給付引当金の増
減額（△減少）

△10,901 6,877 △2,767

貸倒引当金の増減額
（△減少）

△3,014 △6,375 △13,651

受取利息 △6,852 △6,426 △13,842

支払利息 40,061 32,229 70,981

有形固定資産売却益 △18,144 － △18,144

有形固定資産除売却
損 

99,645 81,037 235,764

店舗閉鎖損失 21,134 － 48,932

収用補償金 － △26,101 －

売上債権の増減額
（△増加）

9,321 △21,863 5,963

たな卸資産の増減額
（△増加）

67,569 △2,363 89,608

その他営業債権の増
減額（△増加）

△24,254 △57,321 119,660

仕入債務の増減額
（△減少）

△69,544 5,372 △71,875

営業保証金の純減少
額

△507 △2,480 △616

その他営業債務の増
減額（△減少）

△12,807 36,864 △87,007

未払消費税等の増減
額（△減少）

4,423 5,980 △12,346

役員賞与の支払額 － △7,000 －

小計 536,616 617,277 1,408,076

利息の受取額 1,450 1,182 3,070

利息の支払額 △39,307 △33,986 △69,011

法人税等の支払額 △30,765 △62,246 △30,826

法人税等の還付額 4,936 － 4,934

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

472,930 522,227 1,316,243
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前中間会計期間
（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得
による支出

△196,980 △638,164 △540,878

有形固定資産の売却
による収入

40,087 － 41,287

収用による補償金収
入 

－ 19,117 －

無形固定資産の取得
による支出

△18,142 △40,368 △18,142

貸付けによる支出 △17,000 △468 △17,001

貸付金の回収による
収入

17,439 18,230 46,947

敷金保証金等の支払
による支出

△24,052 △123,381 △98,837

敷金保証金等の返還
による収入

41,034 48,060 59,536

預り保証金等の払戻
による支出

△19,666 △41,445 △16,091

預り保証金等の受入
による収入

21,000 － 30,274

その他 24,940 △26,435 22,851

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△131,339 △784,855 △490,053

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(△純減少額)

△1,090,000 － △2,690,000

長期借入れによる収
入

1,300,000 2,100,000 2,800,000

長期借入金の返済に
よる支出

△1,158,746 △1,038,860 △2,108,187

配当金の支払額 △37 △37,386 △81

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△948,783 1,023,753 △1,998,268

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
増加額（△減少額）

△607,192 761,125 △1,172,079

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,200,637 1,028,558 2,200,637

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

1,593,444 1,789,683 1,028,558
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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　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

(1）デリバティブ

同左

(2）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　６～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年

（会計方針の変更） 

　有形固定資産の減価償却の方

法については、従来は、定率法

（ただし、1998年４月１日以降

に取得した建物については定額

法）によっておりましたが、当

社が2005年８月に株式会社ゼン

ショーのグループ企業になった

ことを契機に、親子会社間の会

計処理の統一を目的として当中

間会計期間より、定額法に変更

しております。

　この変更は、当社の有形固定

資産が主として直営店の店舗設

備であり、修繕等の維持コスト

も計画的に発生することから、

減価償却費を毎期均等化して計

上する定額法の方が、収益との

合理的な対応を図ることができ

るものと考えられるためであり

ます。 

　この変更により、従来の方法

によった場合に比べ減価償却費

は4,129千円減少し、営業利益、

経常利益および税引前中間純利

益は同額増加しております。

 

 

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　６～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年

 

 

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　６～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年

（会計方針の変更） 

　当期より、有形固定資産の減

価償却の方法を定率法から定額

法に変更しております。

　従来は、定率法（ただし、

1998年４月１日以降に取得した

建物については定額法）によっ

ておりましたが、当社が2005年

８月に株式会社ゼンショーのグ

ループ企業になったことを契機

に、親子会社間の会計処理の統

一を目的として、定額法に変更

しております。

　この変更は、当社の有形固定

資産が主として直営店の店舗設

備であり、修繕等の維持コスト

も計画的に発生することから、

減価償却費を毎期均等化して計

上する定額法の方が収益との合

理的な対応を図ることができる

ものと考えられるためでありま

す。 

　この変更により、従来の方法

によった場合に比べ減価償却費

は8,174千円減少し、営業利益、

経常利益および税引前当期純利

益は同額増加しております。
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項目
前中間会計期間

（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

(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（主として７年）に基づい

ております。

 営業権については、発生時に一

括償却しております。　

(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（主として７年）に基づい

ております。

 のれんについては、投資の効果

が及ぶ期間(5年)で均等償却して

おります。

(会計方針の変更)

　当期より、のれんの償却方法を

一括償却から(5年)均等償却に変

更しております。

　従来、のれんは発生時に一括償

却しておりましたが、当期から

「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会　平成15年10月31

日)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第

10号　平成17年12月27日)が適用

されたため、投資の効果が及ぶと

見込まれる期間(5年)で均等償却

し、販売費及び一般管理費に計上

する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益、経

常利益は4,154千円少なく計上さ

れており、税引前中間純利益は

37,394千円多く計上されておりま

す。

　なお、未償却残高は、無形固定

資産に含まれております。

 

(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（主として７年）に基づい

ております。

 営業権については、発生時に一

括償却しております。　

(3）長期前払費用

　定額法

(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　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

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

　従業員に支給する賞与の支払に

備えるため、支給見込額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職

給付に備えるため、計上してお

ります。

　従業員については、当事業年

度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間会計期間

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。

　執行役員については、執行役

員退職金規程に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職

給付に備えるため計上しており

ます。

　従業員については、当期末に

おける退職給付債務の見込額を

計上しております。

　執行役員については、執行役

員退職金規程に基づく当期末要

支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、

金利スワップの特例処理の要件を

満たすため、特例処理によってお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

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

ヘッジ手段

　金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

　変動金利の特定借入金

(3）ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回

避を目的として利用しており、リ

スクヘッジ目的以外の取引は行わ

ない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(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、

特例処理によっているためヘッジ

有効性の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

６．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

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金およ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 　手許現金、随時引き出し可能な預

金およ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。

７．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

　消費税および地方消費税の会計

処理は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基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会　

平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第6号　平成15年10月31日)を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

─────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 __________________  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月9日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,624,031千円であります。

　なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（2005年９月30日）

当中間会計期間末
（2006年９月30日）

前事業年度
（2006年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

 

       979,702千円               1,084,303千円                 1,008,896千円

※２．消費税等の取扱い 　消費税等は、仮払消費税等と仮受

消費税等との相殺後の金額を流動負

債の「その他」に含めて表示してお

ります。

同左 ――――――

　３．偶発債務 保証債務

　下記加盟店の㈱モスクレジット

からの借入に対し、債務保証を

行っています。

保証債務

──────

保証債務

　加盟店の㈱モスクレジットから

の借入に対する債務保証はなくな

りました。

㈲オールウェ

イズ
   1,313千円

㈲ショーヤ

フードサービ

ス

 1,180千円

計    2,493千円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目

受取利息      6,852千円        6,426千円             13,842千円

不動産賃貸収入       24,204千円             25,495千円             49,533千円

※２．営業外費用の主要項目

支払利息       40,061千円             32,229千円              70,981千円

不動産賃貸経費       22,184千円             25,452千円             48,535千円

※３. 特別利益の主要項目

     　固定資産売却益

  

建物 18,144千円

  

建物       －千円

  

建物   18,144千円

　　　 収用補償金  －千円

  

  26,101千円

  

  －千円

  

※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 建物 98,431千円

工具器具備品    1,214千円

その他 －千円

建物   80,658千円

工具器具備品      379千円

その他  659千円

建物  227,147千円

工具器具備品    1,317千円

その他  7,300千円

店舗閉鎖損失 建物除却損   11,879千円

工具器具備品除却損    525千円

撤去関連費用   12,907千円

土地売却損 －千円

―――――――

 

 

 

建物除却損   36,943千円

工具器具備品除却損      957千円

撤去関連費用   11,354千円

土地売却損 11,030千円

営業権償却  29,821千円       －千円      29,821千円

 ５. 減価償却実施額

有形固定資産        108,052千円               123,361千円               220,479千円

無形固定資産       72,532千円             46,561千円               115,155千円
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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 2006年4月1日　至 2006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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 4,674,000 - - 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 - - 4,350

 2.新株予約権及び自己株式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

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

2006年6月22日

定時株主総会
普通株式 37,357 8 2006年3月31日 2006年6月23日

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

決議
株式の種類 配当の原資

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

2006年11月21日

取締役会
普通株式 利益剰余金 46,696 10 2006年9月30日 2006年12月11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　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

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

（2005年９月30日現在） （2006年９月30日現在） （2006年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,593,444千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
        ―千円

現金及び現金同等

物
1,593,444千円

現金及び預金勘定 1,789,683千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
─千円

現金及び現金同等

物
 1,789,683千円

現金及び預金勘定 1,028,558千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
─千円

現金及び現金同等

物
 1,028,558千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

（借手側）

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

（借手側）

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

（借手側）

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

(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）

建物
（附属
設備）

174,500 154,119 20,380

その他
有形固
定資産

1,624,770 993,352 631,417

ソフト
ウェア

3,486 1,685 1,801

合計 1,802,756 1,149,156 653,599

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）

建物
（附属
設備）

6,088 3,007 3,080

その他
有形固
定資産

1,655,715 670,972 984,742

ソフト
ウェア

13,436 7,475 5,960

合計 1,675,239 681,455 993,784

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）

建物
（附属
設備）

97,357 89,911 7,446

その他
有形固
定資産

1,465,618 627,637 837,980

ソフト
ウェア

9,147 6,126 3,021

合計 1,572,123 723,674 848,448

(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年内    259,552千円

１年超    409,720千円

合計    669,273千円

１年内 321,598千円

１年超    689,096千円

合計  1,010,694千円

１年内    280,507千円

１年超    583,120千円

合計    863,627千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料    194,160千円

減価償却費相当額        182,119千円

支払利息相当額       9,121千円

支払リース料       170,750千円

減価償却費相当額        160,132千円

支払利息相当額        12,429千円

支払リース料        384,217千円

減価償却費相当額        360,326千円

支払利息相当額         20,005千円

(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

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 689千円

１年超  1,496千円

合計  2,186千円

１年内    1,706千円

１年超     5,709千円

合計     7,416千円

１年内       657千円

１年超      1,164千円

合計      1,821千円
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②　有価証券

前中間会計期間末（2005年９月30日現在）

　該当事項はありません。

当中間会計期間末（2006年９月30日現在）

　該当事項はありません。

前事業年度末（2006年３月31日現在）

　該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自2005年４月１日　至2005年９月30日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

当中間会計期間（自2006年４月１日　至2006年９月30日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

前事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自2005年４月１日　至2005年９月30日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自2006年４月１日　至2006年９月30日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

前事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

－ 21 －



（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　2005年４月１日
至　2005年９月30日）

当中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

１株当たり純資産額      262.80 円  347.78 円 313.60 円

１株当たり中間(当期)純利

益
    15.77 円 43.68 円 65.08 円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

同左 　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　（注）　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　2005年４月１日
至　2005年９月30日)

当中間会計期間
(自　2006年４月１日
至　2006年９月30日)

前事業年度
(自　2005年４月１日
至　2006年３月31日)

中間(当期)純利益（千円） 73,654 203,973 310,905

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 7,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (7,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千

円）
73,654 203,973 303,905

期中平均株式数（千株） 4,669 4,669 4,669

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売の状況
　当社は、直営店での販売及びフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているため、

生産および受注の状況は記載しておりません。

部門別売上高実績

 （単位：千円）

部門別

前中間会計期間
(自　2005年４月１日
至　2005年９月30日)

当中間会計期間
(自　2006年４月１日
至　2006年９月30日)

対前年中
間会計期
間増減率

前事業年度
(自　2005年４月１日
至　2006年３月31日)

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％ ％ ％

直営店部門

なか卯店 7,203,960 79.5 7,524,504 82.3 4.5 14,295,794 79.8

新業態店 71,666 0.8 - - △100.0 126,900 0.7

小計 7,275,626 80.3 7,524,504 82.3 3.4 14,422,694 80.5

    

フランチャイジー

（加盟店）部門

食材 1,412,296 15.6 1,258,495 13.8 △10.9 2,772,927 15.5

包材資材 37,219 0.4 35,360 0.4 △5.0 76,392 0.4

消耗品・備品・その他 79,907 0.9 83,173 0.9 △4.1 161,377 0.9

小計 1,529,423 16.9 1,377,029 15.1 △10.0 3,010,696 16.8

その他の部門

外販売上 175,346 1.9 179,540 1.9 2.4 322,658 1.8

小計 175,346 1.9 179,540 1.9 2.4 322,658 1.8

商品売上高計 8,980,396 99.1 9,081,075 99.3 1.1 17,756,049 99.1

その他の営業収入部門

フランチャイズ加盟料 2,000 0.0 - - △100.0 3,750 0.0

ロイヤリティ収入 67,742 0.8 61,717 0.7 △8.9 131,900 0.8

その他の収入 10,197 0.1 3,454 0.0 △66.1 22,412 0.1

その他の営業収入計 79,939 0.9 65,171 0.7 △18.5 158,062 0.9

合計 9,060,336 100.0 9,146,247 100.0 0.9 17,914,111 100.0

　（注）１．チェーン全店末端売上高は次のとおりです。

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

直営店     7,275,626千円     7,524,504千円     14,422,694千円

フランチャイジー（加盟店） 3,534,155千円    3,231,298千円    6,914,587千円

合計 10,809,782千円  10,755,803千円     21,337,281千円

２．千円未満は切り捨てて表示しております。
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