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１．２００７年３月中間期の業績（２００６年４月１日～２００６年９月３０日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

２００６年９月中間期 39,554 25.6 3,315 39.7 3,476 46.1

２００５年９月中間期 31,499 26.0 2,373 582.7 2,380 591.9

２００６年３月期 66,481 23.7 5,633 285.7 5,629 303.5

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

２００６年９月中間期 1,845 136.0 16 46

２００５年９月中間期 782 365.5 29 00

２００６年３月期 2,516 284.1 45 70

（注）①期中平均株式数 2006年9月中間期 112,142,443株 2005年9月中間期 26,965,142株 2006年3月期 53,930,267株

②会計処理の方法の変更　　　 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

④２００６年８月１日付で株式分割（１株につき２株の割合で分割）を実施しております。

⑤１株当たり中間（当期）純利益の算定にあたっては、期中平均株式数を用いております。

　なお、期中平均株式数については、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

２００６年９月中間期 110,286 30,124 27.3 253 87

２００５年９月中間期 54,404 10,753 19.8 398 80

２００６年３月期 83,712 12,281 14.7 226 76

(注)①期末発行済株式数 2006年9月中間期 118,660,476株 2005年9月中間期 26,965,142株 2006年3月期 53,930,238株

②期末自己株式数 2006年9月中間期 165,924株 2005年9月中間期 41,458株 2006年3月期 82,962株

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 83,000 7,350 3,900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　32円 　87銭

 (注)１株当たり予想当期純利益の算定にあたっては、２００６年８月１日付の株式分割後の株式数（118,660,476株）で算出しております。

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 16.00

2007年3月期（実績） 5.00 －
10.00

2007年3月期（予想） － 5.00

 (注)①２００６年８月１日付で株式分割（１株につき２株の割合で分割）を実施いたしております。

②１株当たり年間配当金については、２００６年３月期末の株式数に換算して考えますと、前期１６円に対して２０円と実質４円増配とな

　ります。

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

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
（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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  3,343   19,440   20,517   

２．売掛金  1,597   2,175   1,940   

３．たな卸資産  427   448   374   

４．繰延税金資産  215   －   323   

５．デリバティブ債
権

 －   3,993   1,716  
 

６．繰延ヘッジ損失  561   －   －  

７．その他  6,202   13,786   8,437   

流動資産合計   12,347 22.7  39,844 36.1  33,310 39.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物 ※２ 6,401   8,215   7,201   

(2)構築物  1,019   1,787   1,392   

(3)土地 ※２ 2,475   2,557   2,557   

(4)その他  1,941   2,999   2,605   

計  11,837   15,559   13,756   

２．無形固定資産  263   341   307   

３．投資その他の資
産

          

(1)投資有価証券  73   282   313   

(2)関係会社株式
※２
※６

13,871   30,450   14,502   

(3)差入保証金 ※２ 4,083   5,029   4,516   

(4)長期前払家賃 ※３ 3,656   5,225   4,033   

(5)関係会社長期貸
付金

 7,238   11,953   11,720   

(6)繰延税金資産  423   547   519   

(7)その他  608   969   731   

計  29,956   54,458   36,338   

固定資産合計   42,057 77.3  70,359 63.8  50,402 60.2

 Ⅲ　繰延資産           

１．株式交付費  －   83   －   

繰延資産合計   － －  83 0.1  － －

資産合計   54,404 100.0  110,286 100.0  83,712 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  2,552   3,094   2,813   

２．短期借入金  1,543   17,213   13,832   

３．一年以内返済予
定の長期借入金

※２ 10,469   18,123   15,641   

４．一年以内償還予
定の社債

 400   100   100   

５．未払法人税等  1,115   1,450   2,132   

６．デリバティブ債
務

 561   －   －   

７．賞与引当金  187   335   260   

８．繰延税金負債  －   1,309   －   

９．その他  2,786   2,846   5,400   

流動負債合計   19,616 36.0  44,473 40.3  40,181 48.0

Ⅱ　固定負債           

１．社債  200   100   100   

２．長期借入金 ※２ 23,346   34,621   30,478   

３．退職給付引当金  125   154   135   

４．デリバティブ債
務 

 －   19   －   

５．その他  363   793   536   

固定負債合計   24,034 44.2  35,689 32.4  31,250 37.3

負債合計   43,651 80.2  80,162 72.7  71,431 85.3
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,021 5.6  － －  3,021 3.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,945   －   2,945   

資本剰余金合計   2,945 5.4  － －  2,945 3.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  80   －   80   

２．任意積立金  3,000   －   3,000   

３．中間（当期）未
処分利益

 1,735   －   3,253   

利益剰余金合計   4,815 8.9  － －  6,334 7.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  4 0.0  － －  13 0.0

Ⅴ　自己株式   △33 △0.1  － －  △33 △0.0

資本合計   10,753 19.8  － －  12,281 14.7

負債資本合計   54,404 100.0  － －  83,712 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 10,089 9.1  － －

２　資本剰余金   

(1) 資本準備金 － 10,012 －   

資本剰余金合計 － － 10,012 9.1  － －

３　利益剰余金   

(1) 利益準備金 － 80 －  

(2) その他利益剰余

金
    

別途積立金 － 3,000 －  

繰越利益剰余金 － 4,616 －  

利益剰余金合計  － － 7,696 7.0  － －

４　自己株式  － － △33 △0.0  － －

株主資本合計  － － 27,764 25.2  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価

差額金
－ － △4 △0.0  － －

２　繰延ヘッジ損益 － － 2,364 2.1  － －

評価・換算差額等合

計
－ － 2,359 2.1  － －

純資産合計 － － 30,124 27.3  － －

負債純資産合計 － － 110,286 100.0  － －
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   31,499 100.0  39,554 100.0  66,481 100.0

Ⅱ　売上原価   15,002 47.6  18,950 47.9  31,726 47.7

売上総利益   16,496 52.4  20,603 52.1  34,755 52.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   14,123 44.8  17,287 43.7  29,121 43.8

営業利益   2,373 7.5  3,315 8.4  5,633 8.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  424 1.4  814 2.1  877 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  417 1.3  653 1.7  881 1.3

経常利益   2,380 7.6  3,476 8.8  5,629 8.5

Ⅵ　特別利益   ― ―  26 0.0  14 0.0

Ⅶ　特別損失
※３
※５

 941 3.0  245 0.6  1,292 1.9

税引前中間（当
期）純利益

  1,438 4.6  3,257 8.2  4,352 6.6

法人税、住民税及
び事業税

 1,081   1,401   2,470   

法人税等調整額  △424 656 2.1 9 1,411 3.5 △634 1,835 2.8

中間（当期）純利
益

  782 2.5  1,845 4.7  2,516 3.8

前期繰越利益   952   －   952  

中間配当額   ―   －   215  

中間（当期）未処
分利益

  1,735   －   3,253  
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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

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

2006年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
3,021 2,945 2,945 80 3,000 3,253 6,334 △33 12,267

中間会計期間中の変動額

新株の発行 7,068 7,066 7,066      14,135

剰余金の配当      △431 △431  △431

利益処分による役員賞与      △52 △52  △52

中間純利益      1,845 1,845  1,845

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　　　　 （百万円）
7,068 7,066 7,066 － － 1,362 1,362 － 15,497

2006年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
10,089 10,012 10,012 80 3,000 4,616 7,696 △33 27,764

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

2006年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
13 － 13 12,281

中間会計期間中の変動額

新株の発行    14,135

剰余金の配当    △431

利益処分による役員賞与    △52

中間純利益    1,845

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△18 2,364 2,346 2,346

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （百万円）
△18 2,364 2,346 17,843

2006年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
△4 2,364 2,359 30,124
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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）有価証券

a) 　──────

 

 

b)子会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）有価証券

a)売買目的有価証券

 　　 時価法(売却原価は移動平均

　　法により算定)

b)子会社株式

同左

(1）有価証券

 　　　　──────

 

 

b)子会社株式及び関連会社株式

同左

 c)その他有価証券

　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

価は移動平均法により算定)

c)その他有価証券

　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

　　純資産直入法により処理し

　　売却原価は移動平均法により

　　算定)

c)その他有価証券

　時価のあるもの

　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

移動平均法により算定)

 　時価のないもの

　移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

 製品・半製品・原材料

…先入先出法による原

価法

(3）たな卸資産

同左

(3）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、耐用年数及び残存価額に

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

定額法

            同左

(1）有形固定資産

定額法

　          同左

 

 (2）無形固定資産

　　ソフトウェア(自社利用)につい

ては、社内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法によってお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

同左

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付の支出に備え

るため、自己都合による中間期末

退職金要支給額から適格退職年金

資産を控除した残額の100％相当

額を計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　           同左

 (3）投資評価引当金

 　子会社株式の価値の減少による

損失に備えるため、子会社の財務状

態の実情を勘案し、必要額を見積計

上しております。

(3）投資評価引当金

 　           同左

(3）投資評価引当金

             同左

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
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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）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしている場

合は特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段及びヘッジ対象 (2）ヘッジ手段及びヘッジ対象 (2）ヘッジ手段及びヘッジ対象

 ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション 外貨建買掛

金

通貨スワップ 外貨建買掛

金

金利スワップ 借入金

　　　 同左 　　　 同左

 (3）ヘッジ方針

　借入債務、外貨建金銭債務等に

対し、金利変動及び為替変動のリ

スクをヘッジするものであります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　当社が行っているヘッジ取引は、

当社のリスク管理方針に従ってお

り、為替相場及び金利の変動によ

るヘッジ手段とヘッジ対象との相

関関係が完全に確保されているこ

とを確認しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税は税抜方

式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税は税抜方

式によっております。
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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　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）

 (有形固定資産の減価償却方法) 　　　　　　　　────── (有形固定資産の減価償却方法)

 有形固定資産の減価償却の方法については、

従来、定率法(ただし、1998年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く。)は定額

法)によっておりましたが、当中間会計期間よ

りすべての有形固定資産について定額法に変

更しております。

　この変更は、積極的な新店投資を見込む中

期経営計画(Ｇ200)策定にあたり有形固定資産

の使用状況や店舗の各設備が機能的に一体と

なって長期安定的に使用され、設備投資の効

果や収益への貢献度合いが長期安定的に発現

すると見込まれるため、取得原価を耐用年数

にわたって均等配分することにより費用と収

益の対応を図り、経営実態をより的確に反映

するために実施したものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して減価償却費は296百万円減少し、売上総利

益は65百万円、営業利益、経常利益、税引前

中間純利益は296百万円増加しております。

 　　　　   有形固定資産の減価償却の方法については、

従来、定率法(ただし、1998年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く。)は定額

法)によっておりましたが、当事業年度よりす

べての有形固定資産について定額法に変更して

おります。

　この変更は、積極的な新店投資を見込む中期

経営計画(Ｇ200)策定にあたり有形固定資産の

使用状況や店舗の各設備が機能的に一体となっ

て長期安定的に使用され、設備投資の効果や収

益への貢献度合いが長期安定的に発現すると見

込まれるため、取得原価を耐用年数にわたって

均等配分することにより費用と収益の対応を図

り、経営実態をより的確に反映するために実施

したものであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し

て減価償却費は950百万円減少し、売上総利益

は146百万円、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は950百万円増加しております。 

(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)

　当中間会計期間から「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

2002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

2003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。

　これにより税引前中間純利益が305百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、中間財

務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から

直接控除しております。

　　　　　　　　 　当事業年度から「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2002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2003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。

　これにより税引前当期純利益が463百万円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から

直接控除しております。  

 　　　　　────── (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　2005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　2005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

27,759百万円であります。

　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）

前事業年度末

（2006年３月31日）

※１．有形固定資産減価償却累

計額
　　         9,248 百万円 　　         9,376 百万円 　　         9,421 百万円

※２．担保資産

(イ)担保に供している資産

   

建物

土地

関係会社株式

差入保証金

計

      89 百万円 

        724  

        1,342  

      66  

        2,223  

      91 百万円 

        724  

        －  

      59  

        875  

      86 百万円 

        724  

        －  

      59  

        870  

(ロ)上記物件に対応する債

務

   

長期借入金（一年以内

返済予定の長期借入金

を含む）

計

      2,689 百万円 

         2,689  

      340 百万円 

         340  

      421 百万円 

         421  

※３.保証金の流動化 　当社は2,471百万円の保証金返

還請求権を信託譲渡し、そのうち

1,549百万円の受益権を保有して

おり、これを長期前払家賃に含め

て表示しております。

　なお、保証金返還に支障が生じ

た場合等については、これを買取

る場合があります。当中間会計期

間末における当該譲渡した保証金

の未償却残高は845百万円であり

ます。

　当社は2,471百万円の保証金返

還請求権を信託譲渡し、そのうち

1,549百万円の受益権を保有して

おり、これを長期前払家賃に含め

て表示しております。

　なお、保証金返還に支障が生じ

た場合等については、これを買取

る場合があります。当中間会計期

間末における当該譲渡した保証金

の未償却残高は660百万円であり

ます。

　当社は2,471百万円の保証金返

還請求権を信託譲渡し、そのうち

1,549百万円の受益権を保有して

おり、これを長期前払家賃に含め

て表示しております。

　なお、保証金返還に支障が生じ

た場合等については、これを買取

る場合があります。当期末におけ

る当該譲渡した保証金の未償却残

高は753百万円であります。

　４．債務保証 　㈱ぎゅあんの金融機関からの借

入金及びリース会社からのリース

契約残高に対し、債務保証を行っ

ております。

　㈱ぎゅあんの金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行ってお

ります。

　㈱ぎゅあんの金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行ってお

ります。

 借入金     266 百万円

リース残高     1  

借入金      12 百万円 借入金      139 百万円

 　㈱日本ウェンディーズのリース

会社からのリース契約残高に対し、

債務保証を行っております。

　㈱日本ウェンディーズのリース

会社からのリース契約残高に対し、

債務保証を行っております。

　㈱日本ウェンディーズのリース

会社からのリース契約残高に対し、

債務保証を行っております。

  リース残高    120 百万円  リース残高     82 百万円  リース残高     87 百万円

  　㈱ＧＭフーズの金融機関から

の借入金に対し、債務保証を行っ

ております。

 借入金 466 百万円 

  　㈱麺工房の金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行ってお

ります。

 借入金 34 百万円 
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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）

前事業年度末

（2006年３月31日）

  　㈱グローバルフーズの金融機

関からの関税・輸入消費税延納保

証に対し、債務保証を行っており

ます。

 保証債務 100 百万円 

 　㈱グローバルフーズの金融機

関からの関税・輸入消費税延納保

証に対し、債務保証を行っており

ます。

 保証債務  200 百万円 

 ㈱グローバルフーズの金融機関

からの関税・輸入消費税延納保証

に対し、債務保証を行っておりま

す。

 保証債務 100 百万円 

　５．当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期

間末の借入金未実行残高は、下記

のとおりであります。

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行22行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント

を締結しております。

　この契約に基づく当中間会計期

間末の借入金未実行残高は、下記

のとおりであります。

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行８行と当座

貸越契約を締結しております。

　この契約に基づく当事業年度末

の借入金未実行残高は、下記のと

おりであります。

  百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

   1,300

借入実行残高   　300 

差引額         1,000 

 百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額

23,700

借入実行残高 8,700

差引額 15,000

 百万円

当座貸越極度額の

総額
5,300

借入実行残高 5,300

差引額   －    

※６．投資評価引当金  　以下の科目から控除して表示

しております。

  関係会社株式 588 百万円  

 　以下の科目から控除して表示

しております。

  関係会社株式  588 百万円  

 　以下の科目から控除して表示

しております。

  関係会社株式 588 百万円  
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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       50 百万円        167百万円  116百万円

受取配当金 147  200  252

賃貸料収入 211  336  469

※２．営業外費用の主要項目    

支払利息        198 百万円         308百万円         405百万円

社債利息 2  0      4

賃貸原価 197  320      438

 

※３．特別損失の主要項目

   

固定資産除却損      40 百万円       220百万円        146百万円

減損損失 305  －  463

賃借物件解約損 －  1        0

投資評価引当金繰入額  588  － 　　 588

 

　４．減価償却実施額

   

有形固定資産

無形固定資産

       413 百万円

14

        583百万円

 23

               865百万円

     31

 ※５．減損損失

 

 当社は、以下の減損損失を計

上しております。

用途 種類   金額

直営店舗

17店舗他

土地・

建物他
305百万円

資産のグル－ピングは、主と

して店舗単位とし、賃貸資産は

物件ごとに、本社及び工場並び

に研修施設は共用資産として

行っております。このうち、営

業損益が悪化している店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能価額

まで減損し、減損損失305百万円

(土地106百万円、建物155百万円、

その他43百万円)を計上いたしま

した。

　なお、回収可能価額は使用価

値(割引率２％)と正味売却価額

(路線価を合理的に調整した価額

を使用)のいずれか高い金額を採

用しております。

　─────　　 　当社は、以下の減損損失を計

上しております。

用途 種類   金額

直営店舗

18店舗他

土地・

建物他
463百万円

資産のグル－ピングは、主と

して店舗単位とし、賃貸資産は

物件ごとに、本社及び工場並び

に研修施設は共用資産として

行っております。このうち、営

業損益が悪化している店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能価額

まで減損し、減損損失463百万円

(土地106百万円、建物161百万円、

工具器具備品92百万円、その他

103百万円)を計上いたしまし

た。

　なお、回収可能価額は使用価

値(割引率２％)と正味売却価額

(路線価を合理的に調整した価額

を使用)のいずれか高い金額を採

用しております。

（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.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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 82 82 － 165

合計 82 82 － 165

（注）2006年６月29日開催の取締役会決議により、2006年８月１日付で株式分割（１株につき２株の割合で分割）を実施

しております。 
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①　リース取引

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）

　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

区分

取得価
額相当
額
(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万
円)

中間期
末残高
相当額
(百万
円)

機械
及び
装置

835 473 － 361

その
他

2,857 1,028 17 1,811

合計 3,692 1,502 17 2,173

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

区分

取得価
額相当
額
(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万
円)

中間期
末残高
相当額
(百万
円)

機械
及び
装置

832 506 － 326

その
他

4,348 1,269 80 2,997

合計 5,180 1,775 80 3,323

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

区分

取得価
額相当
額
(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額
(百万
円)

中間期
末残高
相当額
(百万
円)

機械
及び
装置

852 508 － 343

その
他

3,667 1,166 86 2,415

合計 4,520 1,674 86 2,759

 ２．未経過リース料中間期末残高相当額

等

    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

等

    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等

 

    未経過リース料期末残高相当額

 １年内      592百万円

１年超 1,620

合計 2,212

リース資産

減損勘定の

残高 

17

１年内

１年超

    696百万円

2,750

　合計 3,447

リース資産

減損勘定の

残高 

80

１年内   664百万円

１年超 2,199

　合計 2,863

リース資産

減損勘定の

残高 

86

 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、支払利

息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、支払利

息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、支払利

息相当額及び減損損失

 支払リース料     342百万円

リース資産減損勘

定の取崩額

     －

減価償却費相当額 316

支払利息相当額 33

減損損失 17

支払リース料     478百万円

リース資産減損勘

定の取崩額

5

減価償却費相当額 391

支払利息相当額 114

支払リース料     743百万円

リース資産減損勘

定の取崩額

     6

減価償却費相当額 669

支払利息相当額 97

減損損失 92

 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
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②　有価証券

（前中間会計期間）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 

前中間会計期間末（2005年９月30日）

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 10,739 25,375 14,636

（当中間会計期間）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 

当中間会計期間末（2006年９月30日）

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 11,347 33,900 22,552

（前事業年度）

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 

前事業年度（2006年３月31日）

貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 11,347 33,990 22,643
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（１株当たり情報）

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  398.80円

１株当たり中間純利益金額     29.01円

１株当たり純資産額 253.87円

１株当たり中間純利益金額    16.46円

１株当たり純資産額       226.76円

１株当たり当期純利益金

額
    45.70円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、希薄化を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

当社は、2005年5月20日付で株式1株につ

き2株の株式分割を行っております。

当社は、2005年11月18日付及び2006年８

月1日付でそれぞれ株式1株につき２株の株

式分割を行っております。

　当社は、2005年５月20日付及び11月18日付でそ

れぞれ株式分割（1株を2株の割合）を実施してお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の上記記載の1株当たりの情

報につきましては、それぞれ以下の通りと

なります。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

の1株当たり情報につきましては、それぞれ

以下の通りとなります。

 　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株当たり情報は、

以下のとおりであります。　

 前中間会計期間    前事業年度

１株当たり純資産額

      363.60円

１株当たり純資産額

      375.75円

１株当たり

中間純利益金額

 6.23円

１株当たり

当期純利益金額

24.29円

 前中間会計期間    前事業年度

１株当たり純資産額

          99.70円

１株当たり純資産額

           113.38円

１株当たり

中間純利益金額

   7.25円

１株当たり

当期純利益金額

   22.85円

１株当たり純資産額         907.03円

１株当たり当期純利益金

額
        182.79円

 

（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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 782 1,845 2,516

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 52

（利益処分による役員賞与金） (-) (－) (52) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 782 1,845 2,464

期中平均株式数（株） 26,965,142 112,142,443 53,930,267

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）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

───── ───── ─────
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（重要な後発事象） 

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）

　当社は、2005年９月２日開催の取締役会にお

いて、株式分割による新株式の発行を行う旨の

決議をしております。

　当該株式分割の内容は、次の通りでありま

す。

　１. 2005年11月18日付をもって2005年９月

　　30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

　　記載された株主の所有普通株式１株につ

　　き２株の割合をもって分割する。

　２. 分割により増加する株式数

　　　　　　　　　27,006,600株

　３. 配当起算日　2005年10月１日

　　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間会計期間および前事業年度にお

ける１株あたり情報および当該株式分割が当期

首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間

における１株あたり情報については、以下のと

おりとなります。 

前中間

会計期間

当中間

会計期間
前事業年度

 １株当たり純

資産額

 181.80円

 １株当たり純

資産額

 199.40円

 １株当たり純

資産額

 187.87円

 １株当たり当

期純利益金額

3.12円

 １株当たり当

期純利益金額

14.50円

 １株当たり当

期純利益金額

12.15円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、希薄化を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

────── １. 当社は、2006年４月20日開催の取締役

  会決議に基づき、2006年５月31日に、連

  結子会社株式会社ココスジャパンが所有

  する連結子会社株式会社ビッグボ－イジ

  ャパンの全株式を取得し、当社の完全子

  会社といたしました。

　 その概要は次の通りであります。　　

　 (1)理由

　安全でおいしい「食」の提供を通じ、

社会に貢献するすることを目指す当社

は、グル－プガバナンスの単純化、効

率化のため、連結子会社である株式会

社ココスジャパン(所有割合51.27％)

が所有する株式会社ビッグボ－イジャ

パンの全株式を取得することと致しま

した。　　　　

(2)株式取得の相手方の名称

　 株式会社ココスジャパン

(3)当該会社の名称、事業内容及び規模

　 名　　称：株式会社ビッグボ－イジャ

             パン

　 事業内容：ファミリ－レストランチェ

             －ン

　 規模(2006年２月期)

　　 資　本　金　　   594百万円

　　 総　資　産　　 8,357百万円

　　 売　上　高　　19,296百万円

　　 当期純利益　　 1,009百万円

(4)取得する株式の数、取得価額、取得後

 の持分比率

　 取 得 株 式 数  ：1,188,500株

　 取  得  価  額  ：4,002百万円

　 取得後の持分比率：100％　

２. 2006年５月２日開催の当社取締役会決

  議に基づき、2006年５月４日(米国時間５

  月３日)付けで、当社連結子会社である

  Zensho America Corporationは、

  Catalina Restaurant Group Inc.と合併

  契約を締結し、2006年5月31日（米国時間

  ５月30日）付でZensho America 

  Corporationの新設子会社Zensho 

  Acquisition Corp.とCatalina 

  Restaurant Group Inc.は合併いたしまし

  た。これにより、Catalina Restaurant 

  Group Inc.は当社の特定子会社に該当す

  ることとなりました。
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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

（自　2005年４月１日

至　2006年３月31日）

 

 

 

 

(1)合併

 ①Zensho Acquisition Corp.の概要

　  名称　Zensho Acquisition Corp.

    本店所在地　 米国デラウェア州

    代表者の氏名 小川　賢太郎

　　資本金　　　 10米ドル

    事業の内容   Catalina Restaurant

                 Group Inc.との合併 

 

②Catalina Restaurant Group Inc.の概要

   名称　Catalina Restaurant Group

　　　　 Inc.(カタリーナ・レストラン・

         グループ）

　 本店所在地   米国デラウェア州

　 代表者の氏名 Samuel Nicholas 

                Borgese(サミュエル・ニ

                コラス・ボージェイズ)

   資本金　　　 30.6百万米ドル

   事業の内容　 外食産業

   規模(2005年12月期)  

     売上高        273.6百万米ドル

     当期純利益      4.0百万米ドル

     総資産        102.3百万米ドル

     株主資本       11.5百万米ドル

 

 

 

 

③合併の目的

    世界中の人々に安全でおいしい“食”

  を提供することで、社会に貢献すること

  を目指す当社グループは、米国子会社で

  あるZensho America Corporationを通

　じ、米国においてココス等のブランドで

　レストラン・チェーンを運営する

  Catalina Restaurant Group Inc.の株式

  を取得することといたしました。　　

　  Catalina Restaurant Group Inc.が展

  開するココスレストランは、米国にお

  いて1948年以来築き上げてきた営業実

  績があり、当社グループが推進してき

  たマス・マーチャンダイジング・シス

  テム（ＭＭＤ）により、更なる強化が

  可能であると考えております。

④合併の方法

　  Zensho America Corporationが新た

  に 設立したZensho Acquisition Corp.

  を消滅会社、Catalina Restaurant

  Group Inc.を存続会社とし、消滅会社の

　株主に対して存続会社の株式を、存続会

　社の株主に対して合併交付金を交付する

　ことによる吸収合併であり、本合併後

　は、当社100％子会社であるZensho 

　America Corporationの100％子会社とな

　ります。

⑤合併の概要

  合併の概要は以下のとおりです。　

　ａ 効力発生日：2006年５月31日(米国時

     間５月30日)

 

 

 

 

  ｂ 株式の割当等

     ・Catalina Restaurant Group Inc.

      （以下「存続会社」という。）又は

       存続会社の完全所有子会社がその

       時点で保有する（若しくは存続会

       社の金庫株として保有される）存
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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

（自　2005年４月１日

至　2006年３月31日）

       続会社の株式は、消却・償還のう

       え消滅する。

     ・存続会社の株主に対して、合併交

       付金を支払う形で清算する。

     ・Zensho Acquisition Corp.（以下

      「消滅会社」という。）の株式1株

       に対して存続会社の普通株式1株を

       交付し、合併後、存続会社の全て

       の発行済株式を構成する。

  ｃ 定款変更

　   ・存続会社の基本定款は、消滅会社

       の基本定款に一致させる。ただし

　　　 、存続会社の名称は、「Catalina

　　　 Restaurant Group Inc.」とする。

  　 ・ 存続会社の付属定款は、消滅会社

        の付属定款に一致させる。   

(2)特定子会社の異動 

 ①特定子会社の概要

　  名称

　   Catalina Restaurant Group Inc.

  （カタリーナ・レストラン・グループ）

    本店所在地　　米国デラウェア州

    代表者の氏名　

　　   Samuel Nicholas Borgese

 (サミュエル・ニコラス・ボージェイズ) 

    資本金　　　 10米ドル

    事業の内容　 外食産業

　②当該異動の前後における当社の有する

    当該特定子会社の議決権の数及びその

    総株主の議決権に対する割合

           議決権の数      議決権割合

　　異動前    ０個    　　　　０％

　　　　　　（０個）　　　　（０％）

　　異動後  10,000個　　 　　 100％ 

          （10,000個）      （100％） 

     (注)括弧内は

         Zensho America Corporation

         による間接保有分であります。

　③当該異動の理由及びその年月日

 　ａ異動の理由

  　 上記(1)の合併に伴う100％子会社化

     による異動であります。

　 ｂ異動の年月日

   2006年５月31日（米国時間５月30日）
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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

（自　2005年４月１日

至　2006年３月31日）

 

 

 

 

３. 当社の100%子会社である株式会社ユー

  ディーフーズ(現株式会社サンビシ)は、

  2006年2月14日開催の取締役会において、

  民事再生手続き中のサンビシ株式会社

 （以下、サンビシ）より、食品事業と住宅

  事業を譲り受けることを決議し、2006年4

  月1日、該当事業の譲受けを終了いたしま

  した。　

　　(1)事業譲受けの理由

　当社グループのマス・マーチャンダ

イジングシステムやノウハウを活用す

ることにより、サンビシブランドの強

化、サンビシにおける食の安全性の追

求、トレーサビリティの強化など、シ

ナジー効果を追求することができ、お

互いの企業価値の向上につながると考

えております。

(2)サンビシ株式会社の概要

　名称　  サンビシ株式会社

　代表者  代表取締役社長　鳥居　章一

　本店所在地 　 愛知県宝飯郡小坂井町

　設立   　　　  1896年12月

  主な事業の内容 食品事業、住宅事業

  資本金  392百万円（2005年3月期）

  売上高  4,463百万円（2005年3月期）

  従業員数 104名(2006年2月14日現在)

  当社との関係   資本関係、人的関

  係、取引関係はありません。

(3)株式会社ユーディーフーズ(現株式会

 社サンビシ)の概要

　 名称　 株式会社ユーディーフーズ

　　　　　(現株式会社サンビシ)

   代表者　代表取締役　小川　賢太郎

   本店所在地　 東京都港区港南

   設立   　　  1997年9月

   資本金  　　 13百万円

   株主構成及び所有割合

　　　   株式会社ゼンショー　100%

(4)譲受時期

　 2006年４月１日 

(5)譲り受ける資産・負債の額

　 資産　　5,439百万円

　 負債　　　 57百万円

(6)譲受価格

　 　5,381百万円

４. 当社は、2006年６月29日開催の第24回

  定時株主総会において、同株主総会終結

  の時をもって役員退職慰労金制度を廃止

  し、これに伴い在任中の取締役及び監査

  役に対して、当社所定の基準により相当

  額の範囲内で、制度廃止に伴う役員退職

  慰労金をそれぞれ退任時に打ち切り支給

  を行うことを決議いたしました。　　
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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

（自　2005年４月１日

至　2006年３月31日）

 

 

 

 

５. 当社は、2006年６月29日開催の当社取

締役会において株式分割に関し、下記の

とおり決定いたしました。　　

　　(1)2006年7月31日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載または記録された株主

の所有普通株式1株につき、2株の割合

をもって分割する。

(2)分割により増加する株式数　

株式分割前の当社発行済株式総数

　　　  54,013,200株

今回の分割により増加する株式数

　　　  54,013,200株

株式分割後の当社発行済株式総数

　　　 108,026,400株

株式分割後の発行可能株式総数

　　   432,000,000株

(3)日程

  ・ 株式分割基準日  2006年７月31日

  ・ 効力発生日      2006年８月１日

  ・ 株券交付日      2006年９月20日

　当該株式分割、2005年５月20日付株式分

割及び2005年11月18日付株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報及び当該株式分割が

当期首に行われたと仮定した場合の当事業

年度における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりであります。　　

前事業年度 当事業年度

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

93.94円 113.38円

1株当たり当期純利益

金額

1株当たり当期純利益

金額

6.07円 22.85円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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