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上 場 会 社 名          株式会社ライフフーズ                    上場取引所      JASDAQ 
コ ー ド 番 号             ３０６５                                本社所在都道府県   大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.meshiya.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長            氏名 松本 邦泰 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役兼執行役員 総務本部長   氏名 中島 保之   

ＴＥＬ (０６)６３３８－８３３１ 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 16 日            配当支払開始日       平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 1,000 株)   
 
１． 18 年８月中間期の業績（平成 18 年 3月 1日～平成 18 年 8月 31 日） 
(1)経営成績 
 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 
17 年８月中間期 

7,187    （98.2）
7,315    （ ― ）

546    （112.6）
485    （ ― ）

539   （111.2）
484    （ ― ）

18 年２月期 14,029   （100.1） 790   （152.7） 776   （162.2）
 
 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 
17 年８月中間期 

211 （366.1）
57   （ ― ）

13  24  
3  62  

   ―   ― 
―   ― 

18 年２月期         119   （ ― ）   7  45  ―   ― 
 (注)①持分法投資損益  18 年８月中間期  ― 百万円   17 年８月中間期   ― 百万円    18 年２月期   ― 百万円 
     ②期中平均株式数  18 年８月中間期 16,000,000 株  17 年８月中間期 16,000,000 株  18 年２月期 16,000,000 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 
 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 
17 年８月中間期 

8,444     
8,329     

3,401    
3,169    

40.2 
38.0 

212     56
198   07

18 年２月期 8,158     3,230    39.6 201   92
(注)①期末発行済株式数  18 年８月中間期 16,000,000 株  17 年８月中間期 16,000,000 株 18 年２月期 16,000,000 株 
    ②期末自己株式数    18 年８月中間期        ― 株  17 年８月中間期     ― 株 18 年２月期    ― 株 
     
(3)キャッシュ･フローの状況 
 

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 
17 年８月中間期 

807 
445 

△241 
△114 

△231 
32 

2,036 
1,545 

18 年２月期 743 △202 △21 1,701 
 
２．19 年２月期の業績予想（平成 18 年 3月 1日～平成 19 年 2月 28 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

通 期       14,346          808         336

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)      18 円 68 銭 

３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年２月期 ― ― ― 2.5 ― 2.5 

19 年２月期（実績） ― ― ― ― ― ― 

19 年２月期（予想） ― ― ― 7.5 ― 7.5 
(注)19 年 2月期末配当金の内訳（予想）  記念配当 2円 50 銭     
 
 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、
今後起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１ 企業集団の状況 

    

  当社の企業集団を構成する関係会社はありません。 

    

 

２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様第一主義の徹底」のもと「Ｑ・Ｓ・Ｃ＋Ｃ」（クオリティ・サービス・ク

レンリネス＋チョイス）のレベル向上を経営の基本方針としております。当社の業態『和食カフェテリ

ア』の特性である、「Ｃ（チョイス）」、すなわち、お客様が自由に料理を選べる楽しさを一層充実さ

せることが、オーバーストア状態にある外食産業の中で勝ち残るカギになるものと考えております。 

 

(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は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

つつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競

争力を高め、市場ニーズに応えるべく商品開発および店舗開発を強化し、有効に投資をしていきたいと

考えております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

    当社は、経営の基本方針のもと、①新業態の開発、②スクラップ＆ビルドを中長期的な経営戦略とし

ております。新業態の開発については、多様な顧客ニーズを満たし、「めしや食堂」や「街かど屋」の

ようなビジネスモデルの確立を目指します。スクラップ＆ビルドについては、オーバーストア状態のた

めロードサイド（ザめしや）の出店地が減少したこともあり、生活道路や小商圏（めしや食堂、街かど

屋）への新規出店や、不採算店舗の業態転換や閉店を積極的に行います。また、ドミナント戦略のもと

収益性重視の店舗展開を進め、出店地域の拡大に努めます。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

個人消費は回復基調にありますが、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザの発生により外食市場規模の縮小

が予測される環境の中で、外食産業においては効率的な設備投資を行い投下資本が早期に回収できる体

質を作り上げることが急務であります。 

このような状況の中、当社は大型店において不採算の「めんむす」を「ザめしや」に業態転換したり、

退店をおこなうことで利益率の改善を図ってまいりました。 

今後は出店を厳選するだけでなく、採算性の低い店舗の整理を進めてスクラップ＆ビルドを行い、

Q・S・C（クオリティ・サービス・クレンリネス）レベルの更なる向上を課題として、各業態の利益率

を高め、資本効率を向上させるとともに、既存店の改装や新メニュー開発を促進して、お客様が要望さ

れる店舗づくりを進めてまいる所存でございます。その一環として、「ザめしや24」の改善をおこない、

店名を「街かど屋」に改め、より効率的な運営を行う小型店への転換と厳選した新規出店を計画してお

ります。また、「めしや食堂」は、新規出店や業態転換で店舗数を増加しておりますが、安定的な売上

高と利益の確保を追及し、より完成度の高いビジネスモデルの確立を目指します。 
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 (5) 親会社等に関する事項 

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 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好転に伴い、所得環境の改善が進み、個人消費が伸

びてきております。一方、原油高騰やゼロ金利解除による金利先高感など、企業業績の先行き不安や個人

消費の減退への不安を懸念させる要素もあります。 

このような経済情勢の下での外食産業の市場規模は縮小傾向から底うち感がでており、明るさも見えて

きた反面、消費者の「安心・安全」への関心は一層高まり、企業の環境対策への姿勢が評価される局面と

なっております。 

このような環境の下、当社は、「安心・安全・信頼」に万全を期すだけでなく、健康（ヘルシー）志向

に応えるとともに、心温まる「おもてなし」の実現を目指して努力してまいりました。ポジティブリスト

の重要性を踏まえた商品仕入政策をおこない、提供する料理にカロリー・塩分表示を実施してまいりまし

た。これらの施策をとおして、カスタマーファースト（お客様第一主義）を実現してまいりました。また、

お客様のニーズに応えるために前期よりスタートした新業態「めしや食堂」も軌道に乗りつつあります。

上期中の新規出店については、当初の計画７店舗の出店を達成しており、これは前期の上期新規出店数の

３店舗を上回っております。業態別の新規出店数は、「街かど屋」３店舗、「めしや食堂」４店舗であり

ます。 

消費回復傾向にあるとはいえ、当中間会計期間は天候不順の影響もあり売上高については計画に対して

未達となりました。しかし、経費削減を目指し販売管理費全体を見直すとともに、不採算店舗閉店の効果

で営業利益、経常利益とも、計画を達成し、前年同期も上回っております。また、経営の基本方針の一つ

であるスクラップ＆ビルドを推し進め、不採算店舗の撤退による閉店店舗の固定資産除却損4,725千円及び

今後、撤退を予定している店舗の放棄保証金等36,805千円、減損損失99,124千円を、特別損失として

140,655千円計上いたしました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は7,187,288千円（前年同期比1.8%減）、営業利益は546,263    

千円（前年同期比12.6%増）、経常利益は539,008千円（前年同期比11.2%増）、中間純利益においては

211,912千円（前年同期比266.1%増）となりました。 

        

 (2) 財政状態 

当中間期のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間は、スクラップ＆ビルドを行うことによってキャッシュ・フローは改善されております。 

現金及び現金同等物は、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、営業キャッ 

シュ・フローがそれを上回る増加となり前事業年度末に比べ335,349千円増加し、当中間会計期末には

2,036,612千円となっております。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、不採算店舗を閉店するなどを行うことによって税引前中間純利 

益が前年同期を上回ったことにより807,769千円（前年同期比81.3％増）となっております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、7店舗の新規出店のため、241,383千円の支出（前年同期比

110.3％増）となっております。 
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財務活動によるキャッシュ・フローは、長期未払金の新規取り組みを行わず、金融機関からの長期借入

金で資金調達を行いましたが、既存借入金の返済が進み231,035千円の支出（前年同期32,961千円の収入）

となっております。 

営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内での投資を行い、有利子負債の圧縮もあり、キャッシュ・

フロー全体として健全化されております。 

 

(3) 通期の見通し 

長引く消費不況の中で、外食産業もオーバーストア状態から競争が激化し、各企業は、安定的経営の

基盤をつくるべく、Ｍ＆Ａが増加し異業種との業務提携なども積極的におこなわれつつあります。その

ような状況の中、前期から始めた「めしや食堂」への業態転換を継続し、お客様の支持を確認しつつ積

極的に展開し、出店地域も広げる予定であります。 

   その結果、売上高は14,346百万円（前期比102.3％）、経常利益は808百万円（前期比104.0％）、 

当期純利益は336百万円（前期比281.9％）となる見通しであります。 

 

(4) 事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以 

下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判

断したものであります。 

 

（１）当社を取り巻く事業環境の変動について 

外食産業の市場規模は、公表されている統計によると、消費動向の低迷、中食の拡大などにより縮

小傾向にあります。また、大手企業による大量の新規出店、低価格化等により競合が激化しておりま

す。 

当社は、和食カフェテリア方式のレストランとして、「ザめしや」を中心に経営しており、当初は、

同業態でチェーン展開を行っている企業もなく、順調に展開してまいりましたが、近年、同業態でチ

ェーン展開を行っている企業の出現により、競合する店舗も現われております。 

従って、今後の市場動向の推移、競合先企業及び競合店舗の動向、顧客ニーズの変化により当社の

業績に影響を与える可能性があります。 
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（２）店舗展開等による業績への影響推移について 

当社の最近５期間の業績推移は下表の通りであります。 

回次 第１９期中 第２０期中 第２１期中 第１９期 第２０期 

決算年月 平成16年８月 平成17年８月 平成18年８月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (千円) ― 7,315,533 7,187,288 14,015,433 14,029,168

経常利益 (千円) ― 484,848 539,008 478,961 776,798

当期（中間）純利益 (千円) ― 57,890 211,912 2,408 119,304

   

期末（中間）店舗数  113 113 117 112 113

新規出店数  1 3 7 4 6

閉店数  4 2 3 8 5

業態転換店数  3 4 2 4 12

 

平成17年２月期は新規出店4店舗、閉店8店舗であったことにより4店舗減少の112店舗となりました。

業態転換は合計4店舗で、スクラップ&ビルドを意識した結果、売上高は減少し前期比96.4％となって

おります。経常利益は消耗品費やリース料の減少により前期比156.3％の減収増益となっております。

なお減損損失の計上等から当期純利益は減益となりました。 

平成18年２月期は新規出店6店舗、閉店5店舗であったことにより1店舗増加の113店舗となりました。

業態転換は合計12店舗で前期と同様スクラップ&ビルドを意識した結果、売上高は微増となり前期比

100.1％となっております。経常利益は賃借料やリース料の減少により前期比162.2％の増収増益とな

りました。 

平成18年８月期は新規出店7店舗、閉店3店舗であったことにより4店舗増加の117店舗となりました。

業態転換は合計2店舗で、引続きスクラップ&ビルドを意識した結果、売上高は前期比98.2％となって

おります。経常利益は、賃借料やリース料の減少により前期比111.1％の減収増益となりました。 

このように当社の業績は新規出店の状況等の影響を受けており、今後の新規出店数・閉店数・業態

転換店数の推移、既存店の業績動向、不採算店等に係る減損損失の計上等により、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5



ファイル名:01企業集団の状況 更新日時:12/11/2006 10:17:00 AM 印刷日時:06/12/11 11:25 

（３）店舗展開と出退店政策について 

当社は、「ザめしや」の出店に関して、郊外型幹線道路立地にこだわって店舗展開をおこなってま

いりましたが、「街かど屋」の業態を開発することによって、立地選定を都心型ビルイン型の店舗に

も出店の対象を広げてまいりました。これらの業態に加えて、「めしや食堂」の業態を開発すること

により、立地についても、生活道路型小商圏立地へと広がり、今後は関西地区・中部地区において｢め

しや食堂｣中心の出店をおこなっていく方針であります。 

当社の新規出店は、家賃、保証金、建設協力金等の出店条件、周辺人口、店舗前の交通量等の事前

調査によって店舗の採算性を予測し、投資回収期間、利益貢献度などの基準を満たすものを対象物件

として選定しております。このため、当社出店基準に達する物件がなく、出店計画に満たない場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。また、平成19年２月期以降、積極的に新規出店をおこ

なっていく計画であり、新規出店に伴う初期投資、減価償却負担等により、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

現在当社が出店を行っている関西地区・中部地区以外での地区において当社の業態、メニュー、

「味」等が消費者の支持を得られる保証はなく、当社の業績に影響を与える可能性があります。           

また、当社は各店舗の業績を精査し、必要に応じて閉店、業態転換をおこなっております。閉店に

際しては、賃借物件の中途解約により違約金等が発生したり、転貸に伴い損失が発生する場合があり

ます。また賃貸人の財政状態によっては差入保証金を回収できない可能性もあります。業態転換に際

しても店舗設備の除却等が発生する場合があります。この様な場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

 

（４）仕入食材の調達安定供給について 

当社は和食中心の料理を提供しておりますが、多くのお客様の嗜好に応えるため、そのメニュー数

は幅広く、その食材の種類も多岐にわたっております。近年問題となっておりますＢＳＥや鳥インフ

ルエンザなどの、食材に関する問題も、即時にメニューを変更するという形で解消できるカフェテリ

ア方式のレストランの特性をもって対処してまいりましたが、天候不順による農作物の不作といった

全体的な状況になった場合には、物量の確保及び仕入価格への影響が考えられ、当社の業績に影響を

与える可能性があります。 

また、「食」の安全性に対する社会的な要請、顧客ニーズが高まった場合、食材の調達が円滑に進

まなくなったり、食材調達コストが上昇する可能性があります。そのような場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

 

（５）人材の確保及び育成について 

当社は、多くの料理を店内調理しており、できたての美味しさ、品質の良さをお客様に提供してま

いりました。また、カフェテリア方式のレストランという業態の特性を生かすため、きめの細かい新

メニューの導入、300種以上の食材発注などの店舗管理能力に加えて、一定の調理技術を備えた人材を

確保・育成することが重要であります。 

したがって、当社は労働集約型といえる産業であることから、今後の少子高齢化社会での人材の確

保ができない場合、また、人材の育成が順調に進まない場合、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 
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ファイル名:01企業集団の状況 更新日時:12/11/2006 10:17:00 AM 印刷日時:06/12/11 11:25 

（６）特定のベンダーへの依存について 

平成17年２月期、平成18年２月期、平成18年８月期において当社の仕入金額のうちカネショー株式

会社からの仕入高がそれぞれ43.0％、45.0％、27.9％を占めております。当社は、自社物流の仕組み

は敢えて持たず、各店舗で日々使用する多品種・少量の食材の配送については全面的にベンダーと呼

ばれる食材商社に委託しております。当社は複数の食品商社からの仕入体制を確立して、配送集中の

メリットを残存させたまま競争原理を導入したいと考えておりますが、今後においても同社への食材

の物流及び仕入への依存度が急激に低下するということは考え難く、同社との関係に何らかの支障が

生じた場合、又は同社の配送センターにおける事故等、不足の事態が生じた場合には、当社の店舗運

営に支障を来たしたり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（７）カフェテリア方式に対する消費者のニーズについて 

当社の主力業態は、カフェテリア方式の「ザめしや」であります。料理をお客様自らがチョイス(選

択)できるという特性がひとつの魅力となっており、今後も、この業態、及び「ザめしや」から派生し

た業態である「めしや食堂」を発展させ、拡大させていく予定でありますが、カフェテリア方式の当

社主力業態が消費者のニーズに合わなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

   

（８）法的規制について        

 ① 食品衛生法 

当社の事業は、「食品衛生法」による規制を受けており、当社は各店舗について管轄保険所を通じ

ての営業許可を取得しております。 

当社は、「クレンリネス」のスローガンのもと、食品衛生管理をマニュアル化し、食品の厳正な取

り扱いを実施してまいりました。その結果、創業以来、食品衛生管理に関して営業停止処分等受けた

ことはありません。 

今後も、清潔で衛生的な店舗の維持に注力してまいりますが、当社で万一食中毒などの重大な衛生

上の問題が発生した場合、食品衛生が社会問題化した場合、又は関連する法令等の改正等により、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

 ② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律              

平成１３年５月施行の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下「食品リサイクル

法」という。）については、現在、当社は食品リサイクル法に定められた外食事業者に該当しており、

排出量２割削減を実現するように対策を打っております。カフェテリアという業態の特性上、調理さ

れた食品の一定の劣化に伴なう食品廃棄物は、他の飲食店に比べて多いと認識しており、今後、食品

廃棄物の排出量削減の基準が引き上げられた場合、新たな設備等の支出が発生することにより、当社

の業績に影響を与える可能性があります。      

  

 

 

 

 

 

   7



ファイル名:01企業集団の状況 更新日時:12/11/2006 10:17:00 AM 印刷日時:06/12/11 11:25 

 ③ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律          

厚生労働省は、短時間労働者（パートタイマー）の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を目的

に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「パートタイム労働指針」を定めており、最

近の報道等によると厚生年金・健康保険の適用拡大、正社員並みの労働を行っている場合の賃金など

の同等待遇を目的に  関連する法律の改正が検討されております。 

当社は、短時間労働者（パートタイマー）の比率が高く、また、今後もパートタイマーの職域を拡

大するなど、その重要性は増してくると考えております。従って、今後法改正の内容によっては当社

が負担する保険料等が増加することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（９）株式会社フジオフードシステムとの訴訟について 

当社は、平成17年12月28日に株式会社フジオフードシステムから催告書を受領しております。同書

の中で同社は、同社の店舗の外観が、木目風の大きな看板を何枚も並べると共に、個々の看板に毛筆

手書きの書体によるメニューを記載するという大きな識別性ある特徴を備えていることを前提として、

同社の上記外観と、当社の「めしや食堂」のメニュー看板との類似性を主張するとともに、同社の店

舗の店内レイアウトと当社の店舗の店内レイアウトの類似性も主張し、不正競争防止法２条１項１号

に基づいて当社に当該店舗の営業の停止を求めております。当社は、同社が主張する「メニュー看板

の周知性」、「同社と当社のメニュー看板との類似性」、「同社と当社の誤認混同のおそれ」のいず

れにおいても、同社の主張が法的に失当なものと考えており、その旨を同社に回答しております。 

その後、同社は、平成18年10月6日に当社に対して、店舗、宣伝広告活動及びホームページでの「食

堂」との表示、看板、メニュー看板等の使用差止、店舗、宣伝広告物、ホームページ等からの「食

堂」との表示、看板、メニュー看板等の廃棄又は抹消、114,639千円の損害賠償、並びに店舗、宣伝広

告物、ホームページ等からの「食堂」との表示、看板、メニュー看板等の廃棄又は抹消するまでの間、

該当する各店舗について１店舗当たり１ヶ月1,113千円の損害賠償を求める訴訟を提起しております。

なお、同社は、平成18年9月6日に当社店舗、宣伝広告活動及びホームページでの「食堂」との表示、

看板、メニュー看板等の使用差止、店舗、宣伝広告物、ホームページ等からの「食堂」との表示、看

板、メニュー看板等の廃棄又は抹消を求める仮処分命令申立を行いましたが、平成18年10月6日に当該

申立を取下げております。 

当社は、上述した通り、同社の主張が法的に失当なものと考えており、仮処分命令申立の手続きに

おいても同様の主張を行っております。今回提起された訴訟についても同様の主張を行い、争ってい

く方針でありますが、当該訴訟の結果、その他当該訴訟・トラブルに起因する何らかの事象により、

当社の事業又は業績に影響を与える可能性があります。 
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ファイル名:01企業集団の状況 更新日時:12/11/2006 10:17:00 AM 印刷日時:06/12/11 11:25 

（１０）業績の季節的変動について 

当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が上半期に多くなることにより、上半期の比重が高くなっ

ております。販売費及び一般管理費に大きな変動はないため、上半期の偏重傾向は営業利益以下にお

いて顕著に表われております。 

当社の最近2期間における上半期・下半期別の業績及び通期に対する比率は以下の通りとなっておりま

す。 

 

(単位：百万円、％) 

平成17年２月期 平成18年２月期 

上半期 下半期 上半期 下半期  

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

売 上 高 7,341 52.3 6,674 47.7 7,315 52.1 6,713 47.9

経 常 利 益 371 77.5 107 22.5 484 62.4 291 37.6

当期純損益 153 － △151 － 57 48.5 61 51.5
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ファイル名:02財務諸表等貸借対照表 更新日時:12/8/2006 9:35:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:25 

４ 中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

       
 

 
前中間会計期間末 

（平成17年8月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成18年2月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（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  1,545,767 2,036,612  1,701,262 

 2. 売掛金  11,116 12,533  7,287 

 3. たな卸資産  76,971 73,299  81,784 

4.  繰延税金資産  137,745 119,193  97,615 

5. その他  377,795 384,318  313,108 

6. 貸倒引当金  △ 1,532 △ 1,358  △ 1,445 

    流動資産合計  2,147,863 25.8 2,624,598 31.1  2,199,613 27.0

Ⅱ 固定資産    

1. 有形固定資産 ※1   

 (1) 建物  2,797,557 2,607,383  2,687,727 

 (2) 構築物  250,112 226,576  232,315 

  (3) 機械及び装置  2,068 －  － 

  (4) 工具器具備品  179,058 168,289  189,089 

  (5) 土地  25,405 25,405  25,405 

  (6) その他  10,000 60,321  10,204 

   有形固定資産合計  3,264,202 3,087,976  3,144,742 

 2. 無形固定資産  36,610 36,224  35,889 

 3. 投資その他の資産    

  (1) 繰延税金資産  311,906 288,355  262,034 

   (2) 差入保証金  2,368,258 2,191,051  2,313,832 

(3) その他  201,626 218,590  203,284 

  (4) 貸倒引当金  △ 469 △ 2,469  △ 469 

  投資その他の資産合計  2,881,322 2,695,528  2,778,682 

固定資産合計  6,182,135 74.2 5,819,728 68.9  5,959,314 73.0

資産合計  8,329,998 100.0 8,444,327 100.0  8,158,928 100.0
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前事業年度の 

 
 
 

前中間会計期間末 

（平成17年8月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年8月31日） 
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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 1. 買掛金  449,499 459,767  344,947 

2.  １年以内返済予定長期借入金  640,404 652,276  702,504 

3.  1年以内償還予定社債  20,000 20,000  20,000 

 4. 未払金  192,415 247,111  308,390 

 5.  １年以内返済予定長期未払金  385,413 297,663  332,729  

6.  未払費用  483,663 484,043  423,398 

 7. 未払法人税等  217,257 258,282  124,869 

8. 賞与引当金  179,023 187,685  123,369 

9. その他 ※2 103,325 100,601  107,784 

   流動負債合計   2,671,002 32.1 2,707,431 32.1  2,487,993 30.5

     

Ⅱ 固定負債     

1. 社債  30,000 10,000  20,000 

 2. 長期借入金  1,376,382 1,524,106  1,478,744 

 3. 長期未払金  553,433 255,769  396,873 

 4. 退職給付引当金  298,189 297,317  297,978 

 5. 役員退職慰労引当金  72,684 83,306  77,806 

6.  その他  159,240 165,338  168,787 

   固定負債合計   2,489,930 29.9 2,335,838 27.7  2,440,189 29.9

   負債合計   5,160,932 62.0 5,043,270 59.8  4,928,183 60.4

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,551,000 18.6 － －  1,551,000 19.0

Ⅱ 資本剰余金     

 1. 資本準備金  1,250,000 －  1,250,000 

   資本剰余金合計   1,250,000 15.0 － －  1,250,000 15.3

Ⅲ 利益剰余金     

1.  利益準備金  12,000 －  12,000 

2． 任意積立金  296,000 －  296,000 

3．中間（当期）未処分利益  60,330 －  121,744 

   利益剰余金合計      368,330   4.4        －   －  429,744    5.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金       △264 △0.0        －   －       －    －

  資本合計   3,169,065 38.0 － －  3,230,744 39.6

  負債及び資本合計   8,329,998 100.0 － －  8,158,928 100.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  － － 1,551,000 18.4 － －

２ 資本剰余金     

 (1) 資本準備金  － 1,250,000  － 

資本剰余金合計   － － 1,250,000 14.8  － －

３ 利益剰余金     

 (1) 利益準備金  － 12,000  － 

 (2) その他利益剰余金     

   別途積立金  － 296,000  － 

   繰越利益剰余金  － － － 293,657  － － －

利益剰余金合計   － － 601,657 7.1  － －

株主資本合計   － － 3,402,657 40.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 繰延ヘッジ損益        － △1,600        － 

評価・換算差額等合計   － － △1,600 △0.0  － －

純資産合計   － － 3,401,057 40.2  － －

負債純資産合計   － － 8,444,327 100.0  － －
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② 中間損益計算書 

              
 

 
 

前中間会計期間 
（自 平成17年3月 1日 

  至 平成17年8月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年3月 1日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 
（自 平成17年3月 1日 

  至 平成18年2月28日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  7,315,533 100.0 7,187,288 100.0  14,029,168 100.0

    

Ⅱ 売上原価  2,279,127 31.1 2,196,456 30.5  4,363,858 31.1

    

  売上総利益  5,036,405 68.9 4,990,831 69.5  9,665,310 68.9

    

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,551,174 62.3 4,444,567 61.9  8,874,561 63.3

    

  営業利益  485,230 6.6 546,263 7.6  790,748 5.6

    

Ⅳ 営業外収益 ※1 148,266 2.0 156,153 2.2  290,775 2.1

    

Ⅴ 営業外費用 ※2 148,649 2.0 163,409 2.3  304,725 2.2

    

  経常利益  484,848 6.6 539,008 7.5  776,798 5.5

    

Ⅵ 特別利益     10,919    0.2 4,761 0.1  13,442 0.1

    

Ⅶ 特別損失 ※3 357,875 4.9 140,655 2.0  497,411 3.5

    

 税引前中間（当期）純利益  137,891 1.9 403,114 5.6  292,829 2.1

    

  法人税、住民税及び事業税  196,551 238,003  200,255 

    

  法人税等調整額  △116,550 80,001 1.1 △46,801 191,201 2.7 △26,729 173,525 1.2

    

  中間（当期）純利益  57,890 0.8 211,912 2.9  119,304 0.9

    

  前期繰越利益  2,440 －   2,440

    

  中間（当期）未処分利益  60,330 －   121,744
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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

別途積立金 繰越利益剰余金 

株主資本合計 

平成18年2月28日残高(千円) 1,551,000 1,250,000 12,000 296,000 121,744 3,230,744

 剰余金の配当 － － － － △40,000 △40,000

 中間純利益 － － － － 211,912 211,912

 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 
(千円) 

－ － － － 171,912 171,912

平成18年8月31日残高(千円) 1,551,000 1,250,000 12,000 296,000 293,657 3,402,657

 

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益 
純資産合計 

平成18年2月28日残高(千円) － 3,230,744

 剰余金の配当 － △40,000

 中間純利益 － 211,912

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△ 1,600 △ 1,600

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△ 1,600 170,312

平成18年8月31日残高(千円) △ 1,600 3,401,057
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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 平成17年3月１日 

  至 平成17年8月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年3月１日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書

（自 平成17年3月１日 

至 平成18年2月28日)

区分 
注記

番号
金額（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   

1. 税引前中間（当期）純利益  137,891 403,114 292,829

2. 減価償却費  198,650 171,605 394,752

  3. 減損損失  156,098 99,124 230,761

  4. 店舗閉鎖関連損  82,434 32,000 84,839

  5. 賞与引当金の増加額  81,952 64,316 26,298

  6. 退職給付引当金の増加額（△ 減少額）  2,512 △660 2,301

7. 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △15,564 5,500 △10,443

  8. 貸倒引当金の増加額（△ 減少額）  △ 350 1,913 △437

  9. 受取利息及び受取配当金  △1,047 △1,196 △2,066

 10. 支払利息  21,588 18,682 39,695

 11. 有形固定資産除却損  55,987 4,725 75,304

12. 投資有価証券売却益  － － △887

  13.  売掛債権の減少額（△ 増加額）  △2,371 △5,246 1,457

  14. たな卸資産の減少額（△ 増加額）  △2,491 8,485 △7,304

 15. 仕入債務の増加額（△ 減少額）  116,885 114,820 12,333

  16. 未払消費税等の増加額（△ 減少額）  △26,426 1,774 △30,563

  17. その他資産の減少額（△ 増加額）  △60,301 △71,163 1,188

  18. その他負債の増加額（△ 減少額）  △97,109 59,981 △34,707

    小計  648,340 907,777 1,075,352

  19. 利息及び配当金の受取額  99 177  196

  20. 利息の支払額  △21,948 △14,076 △36,697

  21. 法人税等の支払額  △181,098 △86,109 △295,475

  営業活動によるキャッシュ・フロー  445,392 807,769 743,375

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  1. 有形固定資産の取得による支出  △189,800 △345,054 △340,455

  2. 有形固定資産の売却による収入  － 32,045 8,310

  3. 無形固定資産の取得による支出  － △415 －

4. 投資有価証券の売却による収入  － － 10,050

  5. 差入保証金支払による支出  △16,753 △47,943 △24,776

  6. 差入保証金回収による収入  89,415 138,724 149,460

7. 貸付金の実行による支出  － △27,500 △20,594

  8. 貸付金の回収による収入  2,362 8,759 15,524

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △114,774 △241,383 △202,481

   14



ファイル名:04キャッシュフロー計算書 更新日時:12/8/2006 9:39:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:26 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年3月１日 

 至 平成17年8月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年3月１日 

 至 平成18年8月31日) 

前事業年度の要約キャ

ッシュ・フロー計算書

(自 平成17年3月１日 

至 平成18年2月28日)

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  1.  社債償還による支出  △10,000 △10,000 △20,000

 2. 長期借入れによる収入  600,000 400,000 1,000,000

 3. 長期借入金の返済による支出  △271,838 △404,866 △507,376

  4. 長期未払金返済による支出  △245,200 △176,169 △454,444

 5. 配当金の支払額  △40,000 △40,000 △40,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー  32,961 △231,035 △21,820

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  363,579 335,349 519,074

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,182,188 1,701,262 1,182,188

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  1,545,767 2,036,612 1,701,262
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

１. 有価証券の評価基準及び評価方

法 

 （1）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、売却原価は総平均法  

より算定）を採用しており

ます。 

 

      時価のないもの 

       総平均法による原価法を採

用しております。 

  

１. 有価証券の評価基準及び評価方

法 

              

 

１. 有価証券の評価基準及び評価方

法 

             

      

 

２. たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

   

（1）商品 

        最終仕入原価法を採用し

ております。 

 

（2）原材料 

        最終仕入原価法を採用し

ております。 

 

（3）貯蔵品 

        最終仕入原価法を採用し

ております。 

 

２. たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

  

（1）商品 

        同    左 

 

（2）原材料 

        同    左 

 

（3）貯蔵品 

        同    左 

 

２. たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

  

（1）商品 

        同    左 

 

（2）原材料 

        同    左 

 

（3）貯蔵品 

        同    左 

 

３. 固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

        定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年 4

月１日以降に取得した建

物（附属設備は除く）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。 

         

     建物及び構築物    

最短10年～最長39年 

構築物           

 最短10年～最長20年 

     工具器具備品      

最短 5年～最長 6年 

 

３. 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

        同    左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

        同    左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

（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）に基づく定額法を採 

用しております。 

(2) 無形固定資産 

       同    左 

(2) 無形固定資産 

       同    左 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

        債権の貸倒れに備えるため

に、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勘案 

        し回収不能見込額を計上

しております。 

（2）賞与引当金 

        従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるた 

        め、支給見込額に基づき

計上しております。 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ために、当事業年度末にお

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。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により、翌事業年度か

ら費用処理することとして

おります。 

（4）役員退職慰労引当金 

役員（執行役員を含む）の

退職慰労金の支給に備える

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。 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

      同  左 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

       同    左 

 

 

 

（3）退職給付引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

同  左 

 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

      同  左 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

       同    左 

 

 

 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ために、当事業年度末にお

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。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により、翌事業年度か

ら費用処理することとして

おります。 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

役員（執行役員を含む）の

退職慰労金の支給に備える

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 

       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。 

５．リース取引の処理方法 

       同    左 

 

５．リース取引の処理方法 

      同    左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

６．ヘッジ会計の処理 
(1) ヘッジ会計の方法 
  金利スワップについては、特 
  例処理の要件を満たす場合は 
  特例処理を行っております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 
ヘッジ対象…借入金 

(3) ヘッジ方針 
金利リスクの低減のため、対
象債務の範囲内でヘッジを行
っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
金利スワップの特例処理の要
件を満たしているため有効性
の判定を省略しております。 

６．ヘッジ会計の処理 
(1) ヘッジ会計の方法 

  同  左 
 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  同  左 

 
(3) ヘッジ方針 

  同  左 
 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
      ヘッジ対象及びヘッジ手段に

ついて、それぞれのキャッシ
ュ・フロー総額の変動額を比
較し、両者の変動額を基準に
して検証しておりますが、ヘ
ッジ手段とヘッジ対象に関す
る重要な条件が同一であり、
かつヘッジ開始時及びその後
も継続して、相場変動又はキ
ャッシュ・フロー変動を完全
に相殺するものと想定するこ
とができる場合には、検証を
省略しております。 
 

６．ヘッジ会計の処理 
(1) ヘッジ会計の方法 

同  左 
 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同  左 

 
(3) ヘッジ方針 

同  左 
 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
 金利スワップの特例処理の 
要件を満たしているため有効
性の判定を省略しておりま
す。 

 

７．中間キャッシュ・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．中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

 同      左 
 

７．キャッシュ・フロー計算書に 
おける資金の範囲 

  同      左 
 

   
８．その他中間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 
消費税等の会計処理は、税抜方
式によっております。 

 

８．その他中間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 

  同      左 
 
 

８．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 

 同      左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

       

 

（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3,402,657千円でありま

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。 

 

       

 

 

追加情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当中間会計期間から「法人
事業税における外形標準課税部分の
損益計算書上の表示についての実務
上の取扱い」(平成16年２月13日 企
業会計基準委員会 実務対応報告第12
号)に従い法人事業税の付加価値割及
び資本割については、販売費及び一
般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が20,705千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

20,994千円減少しております。 

 

       

  
 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年

4月1日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法

人事業税における外形標準部分の

損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年2月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の

付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理

費が39,283千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利

益が、39,283千円減少しておりま

す。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,503,811千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

3,333,169千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

3,294,948千円

 

 
※2. 消費税等の取扱い 
 

仮払消費税等及び仮受消費税等
は相殺のうえ流動負債のその他
に含めて表示しております。 

 
 
 

 
※2. 消費税等の取扱い 
 
     同   左 

         

         3. 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行9行と当座貸

越契約を締結しております。また、

平成17年9月30日付けでみずほ銀行

をアレンジャーとして既存取引銀行

8行と1年間のコミットメント期間付

シンジケーション方式タームローン

を締結しております。 

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

 

当座貸越極度額   2,000,000千円

貸出コミットメント  1,000,000千円

貸出実行残高     400,000千円
差引額       2,600,000千円
          

3. 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行9行と当座貸

越契約を締結しております。また、

平成17年3月28日付けで東京三菱銀

行をアレンジャーとして既存取引銀

行6行と、平成17年9月30日付けでみ

ずほ銀行をアレンジャーとして既存

取引銀行8行と1年間のコミットメン

ト期間付シンジケーション方式ター

ムローンを締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借

入金未実行残高は次のとおりであり

ます。 

 

当座貸越極度額   2,000,000千円

貸出コミットメント  2,000,000千円

貸出実行残高    1,000,000千円
差引額       3,000,000千円
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ 更新日時:12/8/2006 9:44:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:27 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息         985千円 

   受取配当金       62千円 

      賃貸収入       110,372千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       1,193千円 

   受取配当金        2千円 

      賃貸収入       115,995千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       1,954千円 

   受取配当金       111千円 

      賃貸収入      225,333千円 

※2  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            21,588千円 

賃貸原価           121,330千円 

※2  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            18,682千円 

賃貸原価           128,125千円 

※2  営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            39,695千円 

賃貸原価           250,396千円 

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損      55,987千円 

      減損損失           156,098千円 

      店舗閉鎖関連損     142,604千円 

 

 （減損損失） 

  当中間会計期間において、当社は下記

の資産グルーピングについて減損損失

を計上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件及び共用

資産にグルーピングしております。店

舗については売上の不振により、賃貸

物件については賃料水準の低下によ

り、また共用資産であるコミッサリー

（加工工場）は当中間会計期間におい

て閉鎖を決定したことにより減損損失

156,098千円を特別損失に計上してお

ります。 

その内訳は、建物112,797千円、構築

物12,196千円、機械装置20,912千円、

工具器具備品10,191千円であります。 

なお、回収可能価額は、使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを6.0％で割り引いて算定してお

ります。 

 

用途 種類 金額 場所 

店舗 建 物 ､

構築物 

工具器

具備品 

81,477

千円 

奈良県

大和郡

山市他

2店舗 

賃貸

物件 

建 物 ､

構築物 

工具器

具備品 

29,020

千円 

大阪府

貝塚市 

共用

資産 

（コミ

ッサリ

ー） 

建物、

機械、

工具器

具備品 

45,601 

千円 

大阪市 

此花区 

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損       4,725千円 

      減損損失            99,124千円 

      店舗閉鎖関連損      36,805千円 

 

 （減損損失） 

  当中間会計期間において、当社は下記

の資産グルーピングについて減損損失

を計上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件及び共用

資産にグルーピングしております。店

舗については売上の不振により、賃貸

物件については賃料水準の低下により

減損損失99,124千円を特別損失に計上

しております。 

その内訳は、建物85,540千円、構築物

5,181千円、工具器具備品8,402千円で

あります。 

なお、回収可能価額は、使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを6.0％で割り引いて算定してお

ります。 

 

用途 種類 金額 場所 

店舗 建 物 ､

構築物

工具器

具備品

71,504

千円 

愛知県

海部郡

蟹江町

他３店

舗 

賃貸

物件

建 物 ､

構築物

工具器

具備品

27,620

千円 

三重県

四日市

市 

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損      75,304千円 

      減損損失           230,761千円 

店舗閉鎖関連損     188,160千円 

      その他特別損失       3,185千円 

 （減損損失） 

当事業年度において、当社は下記の資

産グルーピングについて減損損失を計

上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件及び共用

資産にグルーピングしております。店

舗については売上の不振により、賃貸

物件については賃料水準の低下によ

り、また共用資産であるコミッサリー

（加工工場）は当事業年度において閉

鎖を決定したことにより減損損失

230,761千円を特別損失に計上してお

ります。 

その内訳は、建物174,338千円、構築

物17,989千円、機械装置22,937千円、

工具器具備品15,497千円であります。

上記減損損失のうち176,273千円は当

期中に撤退の意思決定を行い期末まで

に除却した物件に係るものでありま

す。 

なお、回収可能価額は、使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを6.0％で割り引いて算定してお

ります。 

 

用途 種類 金額 場所 

店舗 建 物 ､

構築物 

工具器

具備品 

118,051

千円 

大阪市

北区他

６店舗

賃貸

物件

建 物 ､

構築物 

工具器

具備品 

64,829

千円 

大阪府

貝塚市

他１店

舗 

共用

資産

（コミ

ッサリ

ー）

建物、

機械、

工具器

具備品 

47,881 

千円 

大阪市

此花区

4 減価償却実施額 

有形固定資産        197,957千円 

無形固定資産            693千円 

4 減価償却実施額 

有形固定資産        171,004千円 

無形固定資産             597千円 

4 減価償却実施額 

有形固定資産    393,338千円 

無形固定資産      1,414千円 
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ 更新日時:12/8/2006 9:44:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:27 

（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. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 

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） 

発行済株式 

 普通株式    16,000       －       －    16,000 

 

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3. 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。 

 

4. 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 

 

 平成 18 年 5 月 26 日 

 定時株主総会 

 

普通株式 

 

  40,000 

 

   2.5 

 

平成 18 年 2月 28 日 

 

  

平成 18 年 5月 26 日 

 

 

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間期末後となるもの 

  該当事項はありません。 
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ 更新日時:12/8/2006 9:44:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:27 

  (中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

※  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載さ

れている科目の金額との関係 

    （平成17年8月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定   1,545,767

現金及び現金同等物  1,545,767

 

※  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載さ

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）

現金及び預金勘定   2,036,612

現金及び現金同等物  2,036,612

 

※  現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲載されている

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   1,701,262

現金及び現金同等物  1,701,262
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ファイル名:07リース取引関係 更新日時:12/8/2006 9:45:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:27 

リース取引関係 

前中間会計期間 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月 1日 

至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月 1日 

至 平成18年2月28日) 

 １. リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（借主側） 

  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 

 
機械及び 

装置(千円) 

工具器具 

備品(千円)
合計(千円) 

取得価額 

相当額 
189,847 546,475 736,322 

減価償却 

累計額 

相当額 

132,587 347,520 480,107 

中間期末残

高相当額 
57,258 198,954 256,212 

 

  ②  未経過リース料中間期末残高相当

額 

      １年以内       111,136千円 

      １年超         152,422千円 

        合計         263,558千円  

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料     82,770千円 

     減価償却費相当額 76,725千円  

     支払利息相当額    3,420千円  

 

  ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      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。 

      利息相当額の算定方法 

      ・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失は 

  ありませんので、項目等の記載は 

省略しております。 

 

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 

（借主側） 

  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 

 
機械及び

装置(千円)

工具器具

備品(千円)
合計(千円)

取得価額

相当額
126,533 388,985 515,518

減価償却

累計額

相当額

69,054 217,598 286,652

中間期末残

高相当額
57,479 171,387 228,866

 

  ②  未経過リース料中間期末残高相当

額 

      １年以内       87,304千円 

      １年超        145,658千円 

        合計        232,962千円  

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料      57,576千円 

     減価償却費相当額  54,211千円  

     支払利息相当額     2,436千円  

 

  ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      減価償却費相当額の算定方法 

    同   左 

 

 

      利息相当額の算定方法 

    同   左 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

     同   左 

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 

（借主側） 

  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 

 
機械及び 

装置(千円) 

工具器具 

備品(千円) 
合計(千円)

取得価額

相当額
138,819 469,158 607,978

減価償却

累計額

相当額

92,577 266,803 359,380

期末残高

相当額
46,242 202,355 248,597

 

  ②  未経過リース料期末残高相当額 

      １年以内         95,860千円 

      １年超          157,756千円 

        合計         253,617千円  

 

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料     167,557千円 

     減価償却費相当額 139,914千円 

     支払利息相当額     5,959千円 

 

   ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      減価償却費相当額の算定方法 

    同   左 

 

 

      利息相当額の算定方法 

    同   左 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

    同   左 
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ファイル名:08有価証券関係 更新日時:12/8/2006 9:45:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:27 

有価証券関係 

前中間会計期間末（平成17年8月 31日） 

１ 時価のある有価証券 

 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

   株式 9,162 8,717 △ 445

合計 9,162 8,717 △ 445

 

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 

該当事項はありません。 

 

 

 

当中間会計期間末 （平成18年8月 31日） 

 

 該当事項はありません。 

 

 

前事業年度末 （平成18年2月 28日） 

 

 該当事項はありません。 
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ファイル名:09デリバティブ取引関係 更新日時:12/8/2006 9:47:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:28 

デリバティブ取引関係 

前中間会計期間末（平成17年8月 31日） 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年8月 31日） 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成18年2月 28日） 

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

 

 

 

ストック・オプション関係 

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） 

当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 
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ファイル名:09デリバティブ取引関係 更新日時:12/8/2006 9:47:00 PM 印刷日時:06/12/11 11:28 

重要な後発事象 

  前中間会計期間 

(自 平成17年3月１日 

  至 平成17年8月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日) 

              

 

 

 当社は、株式会社ジャスダック証券取

引所より平成18年11月10日に上場承認を

受けております。 

この上場にあたり、平成18年11月10日

開催の取締役会において以下の新株式発

行を決議しております。 

 （一般募集による新株式発行） 

(1) 発行株式の種類及び数  

普通株式 2,000,000株 

 (2) 発行スケジュール 

  申込期間 

   平成18年12月7日から 

   平成18年12月12日まで 

  払込期日 

   平成18年12月13日 

(3) 配当起算日 

 平成18年3月1日 

 (4) 資金使途 

  設備投資及び借入金返済 

  

（第三者割当による新株式発行） 

オーバーアロットメントによる株式売

出し（大和証券エスエムビーシー株式会

社が当社株主から借受ける当社普通株式

上限300,000株の売出し）に関連する第

三者割当増資 

(1) 発行株式の種類及び数 

 普通株式 300,000株 

 ただし、需要状況を勘案のうえ、今

後開催される取締役会において変更さ

れる場合がある。 

(2) 発行スケジュール 

  払込期日 

   平成19年1月15日 

(3) 配当起算日 

 平成18年3月1日 

 (4) 割当先 

  大和証券エスエムビーシー株式会社
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

    当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。 

 

 

(2) 仕入実績 

 

  仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自  平成 17 年 3月 1日 

至  平成17年 8月 31日）

当中間会計期間 

（自  平成 18 年 3月 1日 

至  平成18年 8月 31日）

比較増減 
業態 

仕入高（千円） 仕入高（千円） 仕入高（千円） 
前年同期比 

  （％） 

ザめしや 1,735,612 1,663,747 △71,865 95.9

街かど屋（ザめしや 24） 183,184 197,249 14,065 107.7

めしや食堂 － 190,970 190,970 －

めんむす 371,503 188,788 △182,715 50.8

めしやっこ 39,817 39,573 △244 99.4

あぶって家 19,104 6,419 △12,685 33.6

合計 2,349,222 2,286,747 △62,475 97.3

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          

 
(3) 販売実績 

 

  販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 

（自  平成 17 年 3月 1日 

至  平成17年 8月 31日）

当中間会計期間 

（自  平成 18 年 3月 1日 

至  平成18年 8月 31日）

比較増減 
品名 

販売高（千円） 販売高（千円） 販売高（千円） 
前年同期比

（％）

ザめしや 5,455,048 5,244,095 △210,953 96.1

街かど屋（ザめしや 24） 589,988 640,174 50,186 108.5

めしや食堂 － 599,000 599,000 －

めんむす 1,115,712 576,601 △539,111 51.7

めしやっこ 114,779 115,099 320 100.3

あぶって家 40,004 12,316 △27,688 30.8

合計 7,315,533 7,187,288 △128,245 98.3

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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