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平成19年２月期 第３四半期財務・業績の概況 (連結) 
 平成19年１月22日 

会 社 名 株式会社一六堂 （コード番号：3366 名証セントレックス) 

（URL http://www.ichirokudo.com）  

問い合わせ先 代表者役職･氏名 代表取締役社長 柚 原  洋 一 TEL(03)3510-6116 

 責任者役職･氏名 取締役管理本部長 大 木  貞 宏  

 

１．四半期財務諸表の作成等に係る事項 

①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

（内容）  連  結  （新規）  ３社 

④会計監査人の関与 

四半期連結財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に

基づく監査法人トーマツの四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

２．平成19年２月期第３四半期財務･業績の概況（平成18年３月１日～平成18年11月30日） 

（1）連結経営成績の進捗状況  (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期(当期) 

純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年２月期第３四半期 3,358 －  214 －  275 －  175 － 

平成18年２月期第３四半期 － － － － － － － － 

（参考）平成18年２月期 － － － － － － － － 

 

 

 

１株当たり四半期 

（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

平成19年２月期第３四半期 2,027 25 1,808 40 

平成18年２月期第３四半期 － － － － 

（参考）平成18年２月期 － － － － 

(注)１．期中平均株式数 平成19年２月期第３四半期 86,546株 

平成18年２月期第３四半期    －株 

 平成18年２月期                 －株 

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 

３．当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結会計期間、前連結会計

年度の数値及び平成19年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 

【連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費にも明るさが見え、景気全体を見ます

と比較的安定的に推移しております。 

一方、外食産業におきましては多様化する顧客ニーズに対応するため、各店舗に新たな付加価値を

付ける重要性はますます増してきており、客単価の上昇は不可避となっております。その中で｢値ごろ

感｣を消費者に対していかにアピールしていくかが課題となっております。 

このような状況の下、当社は平成18年９月１日に東京都心の駅前好立地に当社既存店と形態を同じ

くする店舗を有する株式会社エムアイフードシステム（16店舗、以下MIF）及び株式会社ジェイエフピ

ー（３店舗、以下JFP）の株式を100％取得し、連結子会社といたしました。新規店舗展開といたしま

しては、主力業態であります「天地旬鮮 八吉」、「五大陸」に加えて、「博多もつ鍋 黒き」を出

店いたしました。その結果、既存店の売上高は対前年比で横這いを堅持しつつ、新規店舗及び改装店

舗は好調な売上高で推移しております。さらに平成18年９月12日には株式会社柚屋を設立し、連結子

会社といたしました。株式会社柚屋は、青果市場（東京都中央卸売市場 大田市場）における売買参

http://www.ichirokudo.com/
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権（大田市場で青果等の売買を行うことが出来る権利）の取得により青果等の価格低下を実現するこ

とにより、グループ全体の原価率の低減に寄与しております。 

しかしながら、連結子会社店舗19店舗のうち12店舗の改装を当初計画から前倒しし、当第３四半期

に集中したこと及び連結子会社３社を当第３四半期から新たに連結対象としたことにより、改装費用

45百万円及びのれん代償却34百万円がそれぞれ販売費及び一般管理費に計上されています。以上の結

果、当第３四半期（平成18年３月１日～平成18年11月30日）の業績は、売上高3,358百万円、経常利益

275百万円、第３四半期純利益175百万円となり、連結における当第３四半期の経常利益が、個別にお

ける当第３四半期の経常利益（309百万円）を下回る結果となっております。なお、当第３四半期後に

なります平成18年12月度では、連結子会社におきましても概ね予算どおりの利益を計上しており、平

成19年2月期の業績に大きく寄与していく予定であります。そのため、後述いたします業績予想に変更

はありません。 

主な事業の概要は、以下のとおりです。 

飲食事業につきましては、買収した子会社店舗においても順調に推移し3,271百万円となりました。 

商品卸売事業、その他の事業といたしましては、商品卸売事業は33百万円、その他事業は54百万円

となりました。 

（注）当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年

度の記載は行っておりません。 

 

（2）連結財政状態の変動状況 (注)記載金額は百万円未満を切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

平成19年２月期第３四半期 6,093 2,882 47.3   33,300 88

平成18年２月期第３四半期 － － －  － －

（参考）平成18年２月期 － － －  － －

(注)１．期末発行済株式総数  平成19年２月期第３四半期 86,572株 

平成18年２月期第３四半期 －株 

 平成18年２月期 －株 

２．期末自己株式数 平成19年２月期第３四半期 －株 

平成18年２月期第３四半期 －株 

 平成18年２月期 －株 

３．当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会

計年度の数値は記載しておりません。 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 (注)記載金額は百万円未満を切捨て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

平成19年２月期第３四半期 132 △806 △65  1,317

平成18年２月期第３四半期 － － －  －

（参考）平成18年２月期 － － －  －

(注)１．当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会

計年度の数値は記載しておりません。 

【連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期末における資産の部は6,093百万円、負債の部は3,210百万円、純資産の部は2,882百万

円となりました。 

資産の部の主要項目と致しましては店舗改装等により、有形固定資産が2,630百万円に、敷金保証金

の差入れ等により、投資その他の資産が1,042百万円となっております。また借入金の返済、店舗改装

費用の支出等により現金及び預金が1,366百万円となっております。 

負債の部につきましては、借入金等の返済もありましたが、店舗改装における設備投資の未払金等

が増加しております。 

純資産の部につきましては、第３四半期純利益の増加により2,882百万円になり、自己資本比率が

47.3％となっております。 

（注）当第３四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年

度の記載は行っておりません。 
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３．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 5,346 672 349 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 4,032円53銭 
 

上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【当期の業績予想に関する定性的情報等】 

当第３四半期は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、

平成18年10月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

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

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

があります。 
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四半期連結財務諸表等 

(1) 四半期連結貸借対照表 （単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

区 分 
注記

番号
金額 

構成比 

（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １. 現金及び預金  1,366,477 

 ２. 売掛金  88,561 

 ３. たな卸資産  72,564 

 ４. その他  216,470 

 流動資産合計  1,744,073 28.6

Ⅱ 固定資産   

 (1)有形固定資産 ※２  

 １. 建物 ※１ 1,667,537 

 ２. 工具器具及び備品 ※１ 320,099 

 ３. 土地 ※１ 632,891 

 ４. その他  9,956 

  有形固定資産合計  2,630,484 43.2

 (2)無形固定資産   

 １. 連結調整勘定  661,686 

 ２. その他  14,566 

  無形固定資産合計  676,252 11.1

 (3)投資その他の資産   

 １. 敷金保証金 ※１ 986,515 

 ２. その他  55,954 

  投資その他の資産合計  1,042,470 17.1

 固定資産合計  4,349,206 71.4

 資産合計  6,093,280 100.0
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（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

区 分 
注記

番号
金額 

構成比 

（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １. 買掛金  140,266 

 ２. １年内返済予定長期借入金 ※１ 421,101 

 ３. １年内償還予定社債 ※１ 30,000 

 ４. 未払金  658,161 

 ５. その他 ※３ 163,695 

 流動負債合計  1,413,225 23.2

Ⅱ 固定負債   

 １. 長期借入金 ※１ 1,397,921 

 ２. 社債 ※１ 235,000 

 ３. 長期未払金  127,553 

 ４. その他  36,656 

 固定負債合計  1,797,131 29.5

 負債合計  3,210,356 52.7

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １. 資本金  1,160,631 19.0

 ２. 資本剰余金  1,219,751 20.0

 ３. 利益剰余金  502,541 8.3

 株主資本合計  2,882,923 47.3

 純資産合計  2,882,923 47.3

 負債純資産合計  6,093,280 100.0

      

(注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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(2) 四半期連結損益計算書 （単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記

番号
金額 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  3,358,223 100.0

Ⅱ 売上原価  937,055 27.9

 売上総利益  2,421,167 72.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,206,298 65.7

 営業利益  214,869 6.4

Ⅳ 営業外収益   

 １． 受取利息  401  

 ２． 受取配当金  63  

 ３． 協賛金収入  82,238  

 ４． その他  5,391 88,094 2.6

Ⅴ 営業外費用   

 １． 支払利息割引料  26,445  

 ２． その他  1,071 27,516 0.8

 経常利益  275,447 8.2
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（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記

番号
金額 

百分比 

（％） 

Ⅵ 特別利益   

 １． 損害賠償金収入  58,798 58,798 1.7

Ⅶ 特別損失   

 １． 固定資産除却損  7,778  

 ２． 前期損益修正損  1,139  

 ３． その他  1,618 10,535 0.3

 税金等調整前四半期純利益  323,711 9.6

 法人税、住民税及び事業税  144,955  

 法人税等調整額  3,306 148,261 4.4

 四半期純利益  175,449 5.2

      

(注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 

  

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日）          （単位：千円） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

純資産合計 

平成18年２月28日残高 

（千円） 
1,160,561 1,219,751 327,092 2,707,404 2,707,404

新株の発行（千円） 70 － － 70 70

当第３四半期連結純利益

（千円）
－ － 175,449 175,449 175,449

当第３四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
70 － 175,449 175,519 175,519

平成18年11月30日残高 

（千円） 
1,160,631 1,219,751 502,541 2,882,923 2,882,923

(注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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(4) 四半期連結キャッシュ･フロー計算書 （単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記

番号
金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー   

 税金等調整前四半期純利益  323,711 

 減価償却費  186,352 

 連結調整勘定償却費  34,825 

 受取利息及び受取配当金  △464 

 デリバティブ評価益  △64 

 支払利息  26,445 

 損害賠償金収入  △58,798 

 前期損益修正損  1,139 

 固定資産除却損  7,778 

 未払消費税等の減少額  △14,854 

 売上債権の増加額  △40,130 

 棚卸資産の減少額  150 

 仕入債務の減少額  △101,002 

 その他流動資産の増加額  △74,516 

 その他流動負債の減少額  △25,744 

 その他固定負債の増加額  7,194 

 未払金の増加額  111,146 

 その他  △54,739 

 小計  328,426 

 利息及び配当金の受取額  62 

 利息の支払額  △20,638 

 損害賠償金の受取額  16,831 

 法人税等の支払額  △192,511 

 営業活動によるキャッシュ･フロー  132,170 
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                                          （単位：千円）   

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

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  △531,706 

 無形固定資産の取得による支出  △4,478 

 投資有価証券の売却による収入  4,425 

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  △48,848 

 定期預金の預入による支出  △3,750 

 定期預金の払出による収入  4,502 

 敷金保証金の差入による支出  △233,075 

 敷金保証金の回収による収入  12,262 

 短期貸付金の純増減額  2,543 

 その他  △8,856 

 投資活動によるキャッシュ･フロー  △806,982 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー   

 長期借入れによる収入  700,000 

 長期借入金の返済による支出  △631,233 

 割賦債務の返済による支出  △129,259 

 株式の発行による収入  70 

 社債の償還による支出  △5,000 

 財務活動によるキャッシュ･フロー  △65,422 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △740,235 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,057,997 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※１ 1,317,762 

(注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数   ３社 

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、㈱エムアイフードシステム 

 （2）非連結子会社の数  ２社 

㈲カユミ食品、㈱大六 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、第３四半期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は当第３四半期連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲より除いております。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法適用の関連会社はありません。 

 (持分法の範囲から除いた理由) 

 持分法を適用していない非連結子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）は、第３四

半期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は当第３

四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため持分法の範囲より除いてお

ります。 

３．連結子会社の四半期決算日

（決算日）に関する事項 

 連結子会社㈱ジェイエフピー、㈱エムアイフードシステムの四半期決算日は

12月31日であり、第３四半期連結財務諸表作成にあたっては、第３四半期連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく第３四半期財務諸表を用いております。

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

② 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

③ たな卸資産 

 ａ．店舗在庫 

  最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 ｂ．倉庫在庫 

  総平均法による原価法を採用しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

 建物 ３～27年 

 その他 ２～15年 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間

(５年)に基づくものであります。 

③ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しております。 
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項目 
 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

（4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(5) 重要な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。 

(6) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲 

 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。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 37,849 千円 

工具器具及び備品 215  

土地 610,497  

敷金保証金 41,628  

合計 690,189 千円 

(上記に対応する債務) 

１年内返済予定 

長期借入金 
155,129 千円 

長期借入金 689,067  

１年内償還予定 

社債 
10,000 

 

社債 170,000  

合計 1,024,196 千円 
 
※２ 有形固定資産減価償却累計額 

 1,029,695千円 

※３ 消費税等の表示 

仮受消費税等と仮払消費税等を相殺したうえで、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  給与手当       718,958千円 

  地代家賃       487,310千円 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年11月30日） 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数（株） 
増加株式数（株） 減少株式数（株） 

当第３四半期連結会

計 期 間 末 株 式 数

（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 86,544 28 － 86,572 

合 計 86,544 28 － 86,572 

(注)普通株式の28株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。 

 
２．自己株式に関する事項 

該当項目はありません 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当項目はありません 

 

４．配当に関する事項 

該当項目はありません 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年11月30日現在）

現金及び預金勘定 1,366,477 千円

預け入れ期間が３ヶ月を超える定期預金 △21,013 千円

預け入れ期間が３ヶ月を超える定期積立預金 △27,701 千円

現金及び現金同等物 1,317,762 千円
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（リース取引関係） 

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第３四半期連結会計期間末残高相当額 
 

 取得価額相当額（千円）
減価償却累計額相当額
（千円） 

第３四半期連結会計期間
末残高相当額（千円） 

機械及び装置 84,903 26,725 58,178 

工具器具及び備品 221,243 58,252 162,990 

無形固定資産 8,198 1,992 6,205 

合計 314,345 86,970 227,374 

  
（2）未経過リース料第３四半期会計期間末残高相当額 
 

１年内 60,522 千円 

１年超 171,406 千円 

合計 231,929 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 43,018千円

減価償却費相当額 38,856千円

支払利息相当額 4,379千円
 
（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。 

(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。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は省略しております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年11月30日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

金利 キャップ取引 5,250 530 △4,719 

金利 スワップ取引 30,000 △245 △245 

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。 
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（ストックオプション等関係） 

ストックオプションの内容 

 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社従業員87名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式636株 

付与日 平成18年４月21日 

権利行使期間 
自 平成19年11月30日 

至 平成27年11月29日 

権利確定条件 定めておりません。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使価格 １株につき、179,864円 

付与日における公正な評価単価 － 

（注）平成17年10月20日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日） 

 飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益合計に占める割合が

いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

 

３．海外売上高 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日） 

 海外売上高がないため記載しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 
 
 

16

（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

 

１株当たり純資産額 33,300.88円

１株当たり第３四半期連結純利益金額 2,027.25円

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額 
1,808.40円

  

（注）１株当たり第３四半期連結純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期連結純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

１株当たり第３四半期連結純利益金額  

第３四半期連結純利益（千円） 175,449 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る第３四半期連結純利益（千円） 175,449 

期中平均株式数（株） 86,546 

  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期連結純利益金額  

第３四半期連結純利益調整額（千円） － 

普通株式増加数（株） 10,473 

（うち新株予約権） (10,473) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

新株予約権１種類（新株予約権の数636個） 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間 
  (自 平成18年３月１日 
 至 平成18年11月30日） 

平成19年１月22日開催の取締役会において会社法第165条第２項の規定に基づき、自己株式の買付を行うことを決

議しております。 

 

（１） 買付する株式の種類 普通株式 

（２） 買付する株式の総数 1,610株（上限） 

（３） 株式の買付価格の総額 300,000千円（上限） 

（４） 自己株式買付の日程 
平成19年1月23日～ 

平成19年7月23日 
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平成19年２月期 第３四半期財務・業績の概況 (個別) 
 平成19年1月22日 

会 社 名 株式会社一六堂 （コード番号：3366 名証セントレックス) 

（URL http://www.ichirokudo.com）  

問い合わせ先 代表者役職･氏名 代表取締役社長 柚 原  洋 一 TEL(03)3510-6116 

 責任者役職･氏名 取締役管理本部長 大 木  貞 宏  

 

１．四半期財務諸表の作成等に係る事項 

①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

２．平成19年２月期第３四半期財務･業績の概況（平成18年３月１日～平成18年11月30日） 

（1）経営成績の進捗状況                       (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 

第３四半期（当期）

純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

平成19年２月期第３四半期 3,045 301 309 161 

（参考）平成18年２月期 1,729 197 189 99 

 

 

 

１株当たり第３四半期 

（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

平成19年２月期第３四半期 1,864 59 1,663 31

（参考）平成18年２月期 1,265 93 1,186 39

 (注)１．期中平均株式数 19年２月期第３四半期 86,546株  

 18年２月期 78,240株 

２. 前事業年度は決算期を変更し、６ヶ月決算としております。前年同四半期との比較は行っており

ません。 

３．当第３四半期の財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」

に基づく監査法人トーマツの四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

（2）財政状態の変動状況 (注)記載金額は百万円未満を切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

平成19年２月期第３四半期 5,155 2,868 55.6  33,138 28

（参考）平成18年２月期 4,222 2,707 64.1  31,283 56

(注)１．期末発行済株式総数 19年２月期第３四半期 86,572株  

 18年２月期 86,544株 

２．期末自己株式数 19年２月期第3四半期 －株  

 18年２月期 －株 

３．前事業年度は決算期を変更し、６ヶ月決算としております。前年同四半期との比較は行っておりません。 

     

３．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 
売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 4,414 527 279 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 3,229円95銭 

 
上記記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

上記予想に関する事項は、平成19年２月期第３四半期財務・業績の概況（連結）の添付資料３ページをご覧

ください。 

http://www.ichirokudo.com/
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第３四半期財務諸表 
(1) 第３四半期貸借対照表 （単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

（％）
金額 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 
１. 現金及び預金  1,055,049  2,087,003 

 
２. 売掛金  74,237  47,608 

 
３. たな卸資産  61,289  65,890 

 
４. 短期貸付金  1,102,850  － 

 
５. その他  103,133  77,438 

 流動資産合計  2,396,561 46.5  2,277,941 54.0

Ⅱ 固定資産    

 (1)有形固定資産 ※２   

 
１. 建物 ※１ 1,091,263  733,137 

 
２. 土地 ※１ 577,891  555,497 

 
３. その他 ※１ 221,381  129,348 

  有形固定資産合計  1,890,535 36.7  1,417,983 33.6

 (2)無形固定資産    

  無形固定資産合計  11,767 0.2  3,011 0.0

 (3)投資その他の資産    

 
１. 敷金保証金 ※１ 722,603  476,483 

 
２. その他  134,400  46,638 

  投資その他の資産合計  857,003 16.6  523,121 12.4

 固定資産合計  2,759,306 53.5  1,944,116 46.0

 資産合計  5,155,867 100.0
 

4,222,058 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 
 
 

20

（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

（％）
金額 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 
１. 買掛金  113,564  76,381 

 
２. １年内返済予定長期借入金 ※１ 345,588  213,375 

 
３. 未払金  386,167  86,456 

 
４. その他 ※４ 120,924  173,889 

 流動負債合計  966,244 18.8  550,103 13.0

Ⅱ 固定負債    

 
１. 長期借入金 ※１ 1,256,325  874,815 

 
２. 長期未払金  27,794  60,273 

 
３. その他  36,656  29,461 

 固定負債合計  1,320,776 25.6  964,550 22.9

 負債合計  2,287,020 44.4  1,514,653 35.9

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  － －  1,160,561 27.5

Ⅱ 資本剰余金    

 
１. 資本準備金  － －  1,219,751 

  資本剰余金合計  － －  1,219,751 28.9

Ⅲ 利益剰余金    

 
１. 利益準備金  － 370  

 
２. 第３四半期(当期)未処分利益  － 326,722  

  利益剰余金合計  － －  327,092 7.7

 資本合計  － －  2,707,404 64.1

 負債・資本合計  － －  4,222,058 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 
１. 資本金  1,160,631 22.5  － －

 
２. 資本剰余金    

 
 (1)資本準備金  1,219,751 －  

 資本剰余金合計  1,219,751 23.6  － －

 
３. 利益剰余金    

  (1)利益準備金  370 －  －

  (2)その他利益剰余金    －

  繰越利益剰余金  488,095 －  －

 利益剰余金合計  488,465 9.5  － －

 株主資本合計  2,868,847  － －

 純資産合計  2,868,847 55.6  － －

 負債・純資産合計  5,155,867 100.0  － －

 (注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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 (2) 第３四半期損益計算書 

（単位：千円） 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比 

（％） 
金額 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  3,045,400 100.0 1,729,422 100.0

Ⅱ 売上原価  849,990 27.9 473,258 27.4

 売上総利益  2,195,409 72.1 1,256,163 72.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,893,459 62.2 1,058,755 61.2

 営業利益  301,950 9.9 197,408 11.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 24,219 0.8 15,633 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 16,578 0.5 23,823 1.4

 経常利益  309,590 10.2 189,218 10.9

Ⅵ 特別利益  － － 2,329 0.1

Ⅶ 特別損失  327 0.0 97 0.0

 

税引前第３四半期(当期) 

純利益 
 309,263

10.2
191,450 

11.0

 法人税、住民税及び事業税  144,584 89,335  

 法人税等調整額  3,306 147,890 4.9 3,068 92,404 5.3

 第３四半期(当期)純利益  161,372 5.3 99,046 5.7

 前期繰越利益  － 227,676 

－ 326,722 
 

第３四半期(当期)未処分 

利益 
 

    

 (注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年11月30日） 
株 主 資 本  

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 

資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 

株主資本合計 純資産合計

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

新株の発行（千円） 70  70 70

当第３四半期純利益（千円）  161,372 161,372 161,372 161,372

当第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円） 
70 － － 161,372 161,372 161,442 161,442

平成18年11月30日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 488,095 488,465 2,868,847 2,868,847
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

同左 

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

②倉庫在庫 

総平均法による原価法を採用してお

ります。 

 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

同左 

 

②倉庫在庫 

同左 

 

（会計処理方法の変更） 

従来たな卸資産の評価基準及び評価方

法は、最終仕入原価法によっておりまし

たが、たな卸資産のうち倉庫在庫につい

ては、当事業年度から総平均法による原

価法に変更いたしました。 

この変更は、新規出店による店舗の増

加、ライセンス販売の増加等により、回

転期間が長い倉庫在庫が増加し、今後も

その傾向が継続すると見込まれることか

ら、期間損益計算の一層の適正化を図る

ために当期より倉庫在庫の受払管理を強

化したことによるものであります。 

なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

（1）有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額法)を採

用しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

４．固定資産の減価償却の方法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物      ３～27年 

その他     ２～８年 

 

 （2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアの

耐用年数は、社内における利用可能

期間(５年)に基づくものでありま

す。 

（2）無形固定資産 

同左 

 （3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

（3）長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法  株式交付費 

支払時に全額費用処理しております。

新株発行費 

同左 

６．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同左 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 

８．その他第３四半期財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当第３四半期会計期間より、「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2,868,847千円

であります。 

 

固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益への影響はありませ

ん。 
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 
当第３四半期会計期間末 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度末 

（平成18年２月28日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 31,685 千円

土地 555,497  

その他（工具器具

及び備品） 

215  

敷金保証金 41,628  

 計 629,025 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
115,116  

長期借入金 561,807  

 計 676,924 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 32,919 千円

土地 555,497  

その他（工具器具

及び備品） 

265  

敷金保証金 41,628  

 計 630,310 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
119,603  

長期借入金 649,583  

 計 769,187 
 

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

586,227千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

429,826千円

３ 保証債務 

子会社のリース債務に対し保証債務を行っており

ます。 

株式会社エムアイフードシステム    36,213千円

 

 

― 

※４ 消費税等の表示 

 仮受消費税等と仮払消費税等を相殺したうえで、

流動負債の「その他」に含めて表示しております。

※４ 消費税等の表示 

同左 

 

（第３四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息            5,235千円 

協賛金収入     14,476千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入    13,333千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      15,501千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     11,362千円 

新株発行費    12,172千円 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産   157,677千円 

無形固定資産      246千円 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産      86,700千円 

無形固定資産         118千円 

 



－  － 
 
 

27

（第３四半期会計期間株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末 

普通株式（株） 86,544 28 － 86,572

(注)普通株式の28株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。 

２ 自己株式に関する事項 
該当項目はありません 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当項目はありません 

 

４ 配当に関する事項 

該当項目はありません 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．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

当額及び第３四半期会計期間末残高相当額 

（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）

第３四半
期会計期
間末残高
相当額
（千円）

その他 
（機械及び装置） 

84,903 26,725 58,178

その他 
（工具器具及び備品） 

221,243 58,252 162,990

無形固定資産 8,198 1,992 6,205

合計 314,345 86,970 227,374

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

事業年度
末残高相
当額 

（千円）

その他 
（機械及び装置） 

42,408 18,906 23,501

その他 
（工具器具及び備品）

203,685 84,725 118,960

無形固定資産 5,332 1,445 3,886

合計 251,426 105,077 146,349

  
（2）未経過リース料第３四半期会計期間末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 60,522 千円 

１年超 171,406 千円 

合計 231,929 千円 
  

 
１年内 45,404 千円 

１年超 105,112 千円 

合計 150,516 千円 
  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 43,018千円

減価償却費相当額 38,856千円

支払利息相当額 4,379千円
 

 
支払リース料 26,267千円

減価償却費相当額 23,536千円

支払利息相当額 2,779千円
 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 

額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差 

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項

目等の記載は省略しております。 

同左 

 



－  － 
 
 

29

（有価証券関係） 

前事業年度会計期間末（平成18年２月28日現在） 

有価証券 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
（1）その他有価証券  

非上場株式 4,425 

 

当第３四半期会計期間末（平成18年11月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

１．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等
（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価 
（千円） 

評価損益
（千円）

金利 キャップ取引 5,250 530 △4,719 5,250 800 △4,449

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

１株当たり純資産額 33,138.28円

１株当たり第３四半期純利益金額 1,864.59円

潜在株式調整後１株当たり第３四半
期純利益金額 

1,663.31円

  

 

１株当たり純資産額 31,283.56円

１株当たり当期純利益金額 1,265.93円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

1,186.39円

  

 当社は、平成17年10月20日をもって普通株式１株

に対して普通株式４株の割合で株式分割を行いまし

た。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報につい

ては以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 13,102.32円

１株当たり当期純利益金額 2,224.99円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

1,959.76円

 

  

（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

（単位：千円） 

 
当第３四半期会計期間 

  (自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり第３四半期(当期)純利益金額   

第３四半期（当期）純利益 161,372 99,046 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益 
161,372 99,046 

期中平均株式数（株） 86,546 78,240 

   

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額 
  

第３四半期（当期）純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 10,473 5,245 

（うち新株予約権）    (10,473)               (5,245)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数636個） 

 



－  － 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
  (自 平成18年３月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

 平成19年１月22日開催の取締役会において会社法第

165条第２項の規定に基づき、自己株式の買付を行うこ

とを決議しております。 

(1) 買付する株式の種類 普通株式 

(2) 買付する株式の総数 1,610株（上限） 

(3) 株式の買付価格の総額 300,000千円（上限）

(4) 自己株式買付の日程 平成19年１月23日～ 

平成19年７月23日 

 

平成18年４月21日開催の取締役会において、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21並びに平成17年11月29日開

催の第11回定時株主総会に基づき、当社の従業員に対

しストックオプションとして無償で新株予約権を発行

することを決議いたしました。 

１．新株予約権の発行の日 

平成18年４月21日 

２．新株予約権の発行数 

636個 

３．新株予約権の目的たる株式の種類および数 

636株 

４．新株予約権の発行価額 

無償とする。 

５．新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

１株当たり 179,864円 

（注）１株当たりの払込金額は、新株予約権発行の日

（平成18年４月21日）が属する月の前月の各日

の名古屋証券取引所における当社普通株式の最

終価格（以下、最終価格という）の平均値（１

円未満の端数は切り上げ）が新株予約権の発行

日の最終価格を上回りましたので、最終価格の

平均値と致しました。 

６．新株予約権の行使により発行または移転される株

式の総額 

114,393,504円 

７．新株予約権を発行することができる期間 

平成19年11月30日から平成27年11月29日まで 

８．新株予約権の行使により発行する新株の発行価額

中資本に組み入れる額 

１株当たり 89,932円 

９．新株予約権の割当を受ける者及び発行数 

割当対象者の

区分 
人数

新株予約権

の発行数 

当社従業員 87人 636個 

合計 87人 636個 
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