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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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 ％

18年12月中間期 12,296 6.9 1,544 5.2 1,630 7.8

17年12月中間期 11,501 13.5 1,467 104.8 1,511 120.2

18年６月期 22,909 12.5 2,839 67.5 2,924 73.2

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12月中間期 849 13.0 6,151 46 6,149 11

17年12月中間期 751 82.8 5,592 51 5,583 79

18年６月期 1,459 62.0 10,848 25 10,836 15

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円
②期中平均株式数 18年12月中間期  138,161株 17年12月中間期 134,450株 18年６月期  134,544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であります。

(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

18年12月中間期 16,130 10,869 67.4 75,547 91

17年12月中間期 13,965 7,853 56.2 58,410 39

18年６月期 13,892 8,502 61.2 63,137 18

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期  143,870株 17年12月中間期 134,462株 18年６月期  134,670株
②期末自己株式数 18年12月中間期 －株 17年12月中間期 －株 18年６月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

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12月中間期 539 △1,334 937 4,352

17年12月中間期 1,900 △1,108 △574 2,903

18年６月期 3,328 △611 △1,195 4,208

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  
売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 27,317 3,003 1,557

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10,822円27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６月期 － 500 － 500 － 1,000

19年６月期（実績） － 500 － － －
1,000

19年６月期（予想） － － － 500 －

※　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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。

1



１．企業集団の状況
　当社（株式会社三光マーケティングフーズ）は、飲食を介したサービスの提供を主たる業務としております。

「価値ある食文化の提案」を企業理念として、従来の居酒屋チェーンとは異なる「個室感覚」と「手作り感」をコンセ

プトにした業態「東方見聞録」と「月の雫」に加え、その2業態のコンセプトを活かし、より広範囲のお客様をターゲッ

トとした「黄金の蔵」の3業態をメインに、首都圏を中心に外食事業を展開しております。

 また当期より新業態である食堂事業「ごはんや　三光亭」を始めました。各業態の特徴は下記のとおりであります。

 

業態 特徴 店舗数

東方見聞録

（含む庖坊主）

“都会のなかの隠れ家”としてご利用いただけるような“個室感覚の空間作り”を

意識し、照明を抑え落ち着いた雰囲気の店舗作りに取り組んでおります。炭火串焼

を中心に“手作り感”を大切にした幅広いメニューを揃え、お客様にくつろぎの時

間をお過ごしいただくことを志した店舗であります。

46店

月の雫

（含む荳庵）

「東方見聞録」の店舗開発で確立してきた“個室感覚の空間作り”のコンセプトを

継承して、より女性を意識した店作りに取り組んだのが「月の雫」です。「月の雫」

ではヘルシーなイメージが定着している豆冨料理を中心にしたメニューを揃え、「東

方見聞録」と同様に“手作り感”を大切にした料理を提供しております。

39店

黄金の蔵

「東方見聞録」・「月の雫」の店舗開発を通じて得たスキルと経験を活かし、“半

個室感覚”のコンセプトをベースにした店作りに取り組んでいるのが「黄金の蔵」

です。「黄金の蔵」では、“手作り感”を大切にした低価格帯の和洋創作メニュー

を中心として、より広範囲のお客様をターゲットとしております。

18店

ごはんや　三光亭

 30年前に神田のガード下ではじめた定食屋「三光亭」を原点として、「毎日食べて

も飽きないもの」・「健康・安全・安心」・「できたての味」をキーワードとした

「日常食」を提供したいというのが「ごはんや　三光亭」のコンセプトです。居酒

屋経営で培った市場開発力、商品開発力を発揮し、新しい商品の組み合わせや品揃

えを提案することで、多くのお客様にご利用していただくことを目指しております。

4店

その他

スパゲッティ専門店「パスタママ」を2店舗、季節の素材と手間ひまかけた和の技に、

洋風モダンや中華の香りを加えた創作料理の店「吉今ダイニング」を2店舗、気軽に

ワインをお楽しみいただける「葡萄屋」、ビジネス街大手町で高級感あふれた広い

空間を快適に堪能していただける「吉今」を各１店舗出店しております。

6店

　（注）　店舗数は平成18年12月31日現在の直営店です。

フランチャイズ店として「東方見聞録」を3店舗、「月の雫」を2店舗、「黄金の蔵」を1店舗の合計6店舗を　

開店しております。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「価値ある食文化の提案」という企業理念のもと、「都会のなかの隠れ家」をテーマにした「東方見聞

録」、女性を主なターゲットとし、健康色の強い豆冨料理のメニューを中心とした「月の雫（しずく）」の両業態と、

リーズナブルな価格で気軽に創作料理をお楽しみいただける「黄金の蔵（きんのくら）」を首都圏都市部を中心に主

要駅前の好立地に集中的に店舗展開しております。店舗数は、平成18年12月末現在で「東方見聞録」44店、「月の

雫」38店、「黄金の蔵」18店、「庖坊主」2店、「荳庵」1店、「パスタママ」2店、「吉今」1店、「吉今ダイニン

グ」2店、「葡萄屋」1店、新業態であります「ごはんや　三光亭」4店、フランチャイズ6店の合計119店であります。

　居酒屋を中心とした展開に加え、次のビジネスの軸として食堂業態に参入、「ごはんや　三光亭」を立ち上げまし

た。これは30年前に神田のガード下ではじめた定食屋「三光亭」を原点として、「毎日食べても飽きないもの」・「健

康・安全・安心」・「できたての味」をキーワードとした「日常食」を提供することを基本コンセプトとしておりま

す。居酒屋経営で培った市場開発力、商品開発力を発揮し、新しい商品の組み合わせや品揃えを提案することで、多

くのお客様にご利用していただくことを目指しております。

　お客様に提供している料理については、「手作り感」を大切にし、素材の選定から店舗での調理までこだわりをもっ

て、幅広いメニュー作りをしております。厳選したこだわりの大豆と天然にがりを使い、できたての豆冨を客席でご

提供する等、お客様に新鮮な味や香りを楽しんでいただくことに努めております。また、家庭では味わう機会の少な

くなった料理を日常的にご提供することや料理を演出する器にもこだわりをもつなど、豊潤な食の悦びをご提供する

ことに積極的に取り組んでおります。

　株式会社三光マーケティングフーズは、常に「お客様の立場」にたち、「進化し続ける店作り」へのこだわりをもっ

て、更なるビジネスの拡大に努力を続けていく所存でございます。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図り

ながら長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。

　この方針に基づき、業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業拡

充のための設備投資を行い、競争力の維持強化に努めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的な会社の戦略としましては、店舗数の増加に伴う物流の見直しや、少子高齢化を見越した労務管理の強化、

天候不順による食材の高騰などに影響されない購買体制の強化等を今後3年間の中で検討、実行する予定でおります。

また、M&Aも考慮した新規事業（新業態）の開発やそれに伴う財務体質のさらなる強化も中長期戦略の重要課題の一つ

として認識しております。

 

(4）会社の対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善や設備投資の増加による景気回復はあるものの、外食産業にお

きましては景気の回復が消費の顕著な伸びには結びつかないということや、鳥インフルエンザの世界的な蔓延、賞味

期限が過ぎた商品の販売など、食に対する安全性の問題が顕在化している状況の下、引き続き厳しい状況で推移する

ものと予測しております。特に居酒屋業界においては、飲酒運転に対する取締りの強化が厳しい経営環境に更に拍車

がかかっております。

　このような環境の中、平成19年6月期の課題である管理体制の更なる強化を通して、メニューの定期的な改訂による

商品力の強化、販売促進の強化に基づく固定客の確保と増加、明確なブランド戦略に基づくブランドイメージ（東方

見聞録・月の雫・黄金の蔵）の維持と向上、フランチャイズ事業の拡大等、改革と改善を常に意識し経営基盤の確立

と強化に邁進いたします。また新業態である食堂事業への参入において、そのオペレーションの確立とフランチャイ

ズへ向けてのパッケージ化を早期に進めていく所存です。

(5）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

(6）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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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、景気の回復が順調に見られ、穏やかなペースで成長を続けているものの、

個人消費の伸びはなかなか見られず、企業部門から家計部門への波及力には弱さが見られます。ただ足元では円安や

原油価格の下落が企業収益に追い風になっており、雇用増で消費も持ち直しの兆しを示しています。

　外食産業界におきましては、依然として鳥インフルエンザの問題が食の安全性に対する関心度をあげ、それに拍車

をかけるように賞味期限切れ食品の問題が、経営環境を厳しくいたしました。特に居酒屋業界においてはこれらの問

題に加え、飲酒運転取締りの強化が更に経営環境を厳しいものにいたしました。

　このような状況の中で、当社は当中間会計期間に13店舗の直営店の新規出店（居酒屋9店舗、食堂4店舗）と5店舗の

フランチャイズ店の新規出店を果たしましたが、①既存店の売上が計画通りではなかったこと、②居酒屋直営店なら

びにフランチャイズ店のオープンが計画通りではなく遅れたこと、③オープンした新店の売上が計画通りではなかっ

たことが売上が目標未達の大きな原因となりました。しかしながら今期の目標である管理体制の強化の成果が、営業

利益並びに経常利益においても目標達成の結果となりました。

　直営店出店の内訳は、「東方見聞録」3店、「月の雫」4店、「黄金の蔵」2店、「ごはんや　三光亭」4店でありま

す。またフランチャイズ店出店の内訳は、「東方見聞録」3店、「月の雫」1店、「黄金の蔵」1店です。

　以上の結果、当中間会計期間末における総店舗数は直営店113店、フランチャイズ店6店となり、売上高は122億96百

万円（前年同期比6.9％増）、経常利益16億30百万円（同7.8％増）、中間純利益8億49百万円（同13.0％増）と増収増

益となりました。

　業態別売上状況は次のとおりであります。

区分

前中間会計期間
（平成17年12月中間期）

当中間会計期間
（平成18年12月中間期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

東方見聞録（含む、庖坊主） 5,154,154 44.8 4,857,170 39.5 △296,983 △5.8

月の雫（含む、荳庵） 4,710,498 41.0 4,912,183 39.9 201,684 4.3

黄金の蔵 1,133,222 9.8 1,746,994 14.2 613,772 54.2

ごはんや　三光亭 ― ― 69,730 0.6 69,730 ―

その他（葡萄屋・パスタママ・

吉今・吉今ダイニング・牛力

屋・FC）

503,371 4.4 710,644 5.8 207,273 41.2

(2）財政状態

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ１億43百万円増加し、

43億52百万円となりました。

　なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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、5億39百万円（前年同期比71.6％減）となりました。これ

は、主に税引前中間純利益が16億30百万円計上されましたが、法人税等の支払額が10億62百万円あったことによるも

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、13億34百万円（同20.3％増）となりました。これは、主

に新規店舗の開設に伴う差入保証金の差入による支出9億29百万円及び有形固定資産の取得による支出5億42百万円が

あったこと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獲得した資金は、9億37百万円（前中間会計期間は5億74百万円の支出）と

なりました。これは主に株式の発行による収入が15億81百万円あったことによるものであります。

4



　キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成17年12月期 平成18年12月期 平成18年６月期

自己資本比率（％） 56.2 67.4 61.2

時価ベースの自己資本比率（％） 197.4 163.2 210.4

債務償還年数（年） 1.1 1.6 0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 109.6 65.8 115.6

１．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

①　自己資本比率　：　自己資本／総資産

②　時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

（株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。）

③　債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

④　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

３．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、企業業績が好調に推移する中、個人消費の回復に弱さが見られ、景気の企業から家

計への波及については時間がかかるものと見られています。

　外食産業界におきましては、アジアにおける鳥インフルエンザの問題や、賞味期限切れ商品の販売に対する問題な

ど、食に対する安全性の問題が顕在化している状況の下、生き残りを懸けた厳しい環境が続くものと思われます。ま

たコンビニ弁当や惣菜等「中食」に押され、更に飲酒運転の取り締まり強化が拍車をかけるなど、集客力低迷が続く

ものと思われます。

　このような状況のもと、当社は引き続き居酒屋に関しましては首都圏主要駅前の好立地に、食堂に関しましては郊

外ロードサイドを中心とした好立地に、お客様のニーズ合わせた店舗作りを積極的に行ってまいります。

　下期は「東方見聞録」・「月の雫」・「黄金の蔵」・「ごはんや　三光亭」など直営店とフランチャイズ店を合わ

せ、合計17店の出店を計画しております。これにより、売上高273億17百万円（前年同期比19.2％増）、経常利益30億

3百万円（同2.7％増）、当期純利益15億57百万円（同6.7％増）を見込んでおります。
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４．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
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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 3,103,571 4,552,472 4,408,922

２．売掛金 279,293 407,696 224,019

３．たな卸資産 46,472 49,072 36,357

４．前払費用 309,910 373,839 316,196

５．繰延税金資産 70,288 56,365 94,413

６．未収入金 ― 3,146,786 158,086

７．その他 78,612 45,796 16,263

貸倒引当金 △13 △4,208 △13

流動資産合計 3,888,135 27.8 8,627,821 53.5 5,254,245 37.8

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※１

１．建物  4,801,583 893,006 2,876,453

２．構築物  ― 4,352 ―

３．器具及び備品 533,797 296,695 356,315

４．土地  57,370 57,370 57,370

５．建設仮勘定 ― 2,607 19,281

有形固定資産合計 5,392,752 38.6 1,254,032 7.8 3,309,421 23.8

(2)無形固定資産 30,493 0.2 53,717 0.3 58,407 0.4

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 22,968 122,823 126,825

２．関係会社株式 10,000 10,000 10,000

３．長期貸付金 44,541 38,945 42,148

４．差入保証金  4,228,150 5,616,121 4,715,553

５．繰延税金資産 183,535 213,526 203,553

６．その他 175,896 202,129 183,282

貸倒引当金 △11,086 △8,409 △11,349

投資その他の資産
合計

4,654,005 33.4 6,195,135 38.4 5,270,014 38.0

固定資産合計 10,077,251 72.2 7,502,885 46.5 8,637,842 62.2

資産合計 13,965,386 100.0 16,130,707 100.0 13,892,088 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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 639,893 698,756 516,112

２．短期借入金 200,000 ― 150,000

３．1年内償還予定社
債

 140,000 140,000 140,000

４．1年内返済予定長
期借入金

 798,820 505,770 627,830

５．未払金 296,856 285,985 340,792

６．未払費用 761,419 830,051 697,142

７. 未払法人税等 773,645 802,470 1,120,347

８．設備未払金 551,901 510,348 36,465

９．役員賞与引当金 30,000 36,000 80,000

　  １０．その他 ※４ 440,220 535,933 509,930

流動負債合計 4,632,757 33.2 4,345,316 26.9 4,218,622 30.4

Ⅱ　固定負債

　　１.社債  190,000 50,000 120,000

　　２.長期借入金  655,220 151,950 387,050

　　３.長期未払金 ― 14,535 16,907

　　４.退職給付引当金 96,812 116,741 103,620

　　５.役員退職慰労引当
金

383,290 404,050 393,730

　　６.その他 153,329 179,035 149,474

固定負債合計 1,478,651 10.6 916,312 5.7 1,170,782 8.4

　　負債合計 6,111,409 43.8 5,261,628 32.6 5,389,404 38.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,594,398 11.4 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

１.資本準備金 1,642,698 ― ―

　　資本剰余金合計 1,642,698 11.7 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

１.利益準備金 315 ― ―

２.任意積立金 3,100,000 ― ―

　　３.中間未処分利益 1,507,589 ― ―

利益剰余金合計 4,607,904 33.0 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

8,976 0.1 ― ― ― ―

資本合計 7,853,977 56.2 ― ― ― ―

負債資本合計 13,965,386 100.0 ― ― ― ―
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

(1)資本金   － －  2,390,503 14.8  1,597,398 11.5

(2)資本剰余金           

１．資本準備金  －   2,438,802   1,645,698   

資本剰余金合計   － －  2,438,802 15.1  1,645,698 11.8

(3)利益剰余金           

１．利益準備金  －   315   315   

２．その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   3,100,000   3,100,000   

繰越利益剰余金  －   2,930,566   2,148,008   

利益剰余金合計   － －  6,030,881 37.4  5,248,323 37.8

株主資本合計   － －  10,860,187 67.3  8,491,420 61.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

 －   8,890   11,264   

評価・換算差額等合
計

  － －  8,890 0.1  11,264 0.1

純資産合計   － －  10,869,078 67.4  8,502,684 61.2

負債純資産合計   － －  16,130,707 100.0  13,892,088 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
(自平成17年７月１日
　至平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自平成18年７月１日
　至平成18年12月31日)

前事業年度の要約損益計算書
(自平成17年７月１日

   至平成18年６月30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 11,501,247 100.0 12,296,724 100.0 22,909,767 100.0

Ⅱ　売上原価 2,924,508 25.4 3,115,685 25.3 5,800,238 25.3

売上総利益 8,576,739 74.6 9,181,039 74.7 17,109,528 74.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

7,108,978 61.8 7,636,814 62.1 14,270,325 62.3

営業利益 1,467,760 12.8 1,544,224 12.6 2,839,203 12.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 66,194 0.5 120,347 1.0 123,273 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 22,591 0.2 34,567 0.3 38,234 0.2

経常利益 1,511,364 13.1 1,630,004 13.3 2,924,243 12.8

Ⅵ　特別損失 43,391 0.3 ― ― 43,391 0.2

税引前中間(当期)
純利益

1,467,972 12.8 1,630,004 13.3 2,880,852 12.6

法人税、住民税及
び事業税

731,656 750,406 1,482,600

法人税等調整額 △15,598 716,058 6.3 29,704 780,110 6.4 △61,312 1,421,288 6.2

中間(当期)純利益 751,914 6.5 849,893 6.9 1,459,564 6.4

前期繰越利益 755,674 ― ―

中間配当額 ― ― ―

中間未処分利益 1,507,589 ― ―

9



(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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

平成18年６月30日　残高
（千円）

1,597,398 1,645,698 1,645,698 315 3,100,000 2,148,008 5,248,323 8,491,420

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 793,104 793,104 793,104 ― ― ― ― 1,586,208

剰余金の配当（千円）（注） ― ― ― ― ― △67,335 △67,335 △67,335

中間純利益（千円） ― ― ― ― ― 849,893 849,893 849,893

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）
（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

793,104 793,104 793,104 ― ― 782,558 782,558 2,368,767

平成18年12月31日　残高
（千円）

2,390,503 2,438,802 2,438,802 315 3,100,000 2,930,566 6,030,881 10,860,187

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日　残高
（千円）

11,264 11,264 8,502,684

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） ― ― 1,586,208

剰余金の配当（千円）（注） ― ― △67,335

中間純利益 ― ― 849,893

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）
（千円）

△2,373 △2,373 △2,373

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△2,373 △2,373 2,366,394

平成18年12月31日　残高
（千円）

8,890 8,890 10,869,078

(注）平成18年９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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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

平成17年 6月30日　残高
（千円）

1,594,090 1,642,390 1,642,390 315 2,300,000 1,662,893 3,963,208 7,199,690

事業年度中の変動額

新株の発行 3,308 3,307 3,307 ― ― ― ― 6,616

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △67,219 △67,219 △67,219

剰余金の配当（中間配当） ― ― ― ― ― △67,231 △67,231 △67,231

利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △40,000 △40,000 △40,000

当期純利益 ― ― ― ― ― 1,459,564 1,459,564 1,459,564

別途積立金の積立 ― ― ― ― 800,000 △800,000 ― ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,308 3,307 3,307 ― 800,000 485,114 1,285,114 1,291,730

平成18年 6月30日　残高
（千円）

1,597,398 1,645,698 1,645,698 315 3,100,000 2,148,008 5,248,323 8,491,420

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年 6月30日　残高
（千円）

4,333 4,333 7,204,023

事業年度中の変動額

新株の発行 ― ― 6,616

剰余金の配当 ― ― △67,219

剰余金の配当（中間配当） ― ― △67,231

利益処分による役員賞与 ― ― △40,000

当期純利益 ― ― 1,459,564

別途積立金の積立 ― ― ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

6,930 6,930 6,930

事業年度中の変動額合計
（千円）

6,930 6,930 1,298,660

平成18年 6月30日　残高
（千円）

11,264 11,264 8,502,684
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12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７月１日
至　平成18年６月30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 1,467,972 1,630,004 2,880,852

減価償却費 325,396 108,077 606,717

退職給付引当金の増加額 7,514 13,120 14,322

役員退職慰労引当金の増加額 2,280 10,320 12,720

貸倒引当金の増加額 1,970 1,254 2,233

役員賞与引当金の増加額（△減少額） 30,000 △44,000 80,000

受取利息及び配当金 △146 △4,057 △2,258

支払利息 15,897 7,732 26,648

社債利息 997 646 1,538

株式交付費 ― 4,353 ―

売上債権の増加額 △71,964 △146,653 △16,689

たな卸資産の増加額 △23,812 △12,714 △13,697

仕入債務の増加額 169,421 182,644 45,641

その他流動資産の増加額 △82,921 △265,824 △29,891

その他流動負債の増加額 456,526 93,781 514,965

その他固定負債の増加額（△減少額） ― 30,000 △4,292

役員賞与の支払額 △40,000 ― △40,000

小計 2,259,132 1,608,684 4,078,808

利息及び配当金の受取額 146 2,189 2,258

利息の支払額 △17,328 △8,204 △28,798

法人税等の支払額 △341,878 △1,062,716 △724,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,900,072 539,953 3,328,060

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200,000 ― △200,000

投資有価証券の取得による支出 ― ― △100,000

有形固定資産の取得による支出 △649,367 △542,230 △1,303,659

有形固定資産の売却による収入 ― 154,179 1,792,512

無形固定資産の取得による支出 △7,670 △3,046 △22,569

差入保証金の差入による支出 △405,686 △929,241 △979,668

差入保証金の返還による収入 168,503 2,024 222,588

貸付けによる支出 △300 △900 △2,000

貸付金の回収による収入 3,383 3,894 6,589

その他 △17,828 △18,846 △25,215

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,108,966 △1,334,166 △611,423

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（△純減額） 100,000 △150,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △539,260 △357,160 △978,420

社債の償還による支出 △70,000 △70,000 △140,000

株式の発行による収入 615 1,581,855 6,616

配当金の支払額 △66,302 △66,933 △133,324

財務活動によるキャッシュ・フロー △574,947 937,762 △1,195,128
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 216,158 143,549 1,521,509

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 2,687,413 4,208,922 2,687,413

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

2,903,571 4,352,472 4,208,922
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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　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準

及び評価方法

(1)有価証券

　───────

 

(1)有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を

採用しております。

(1)有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

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

同左

子会社株式

同左

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）を

採用しております。

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）を採用して

おります。

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）を採

用しております。

(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

原材料

最終仕入原価法

(3)たな卸資産

原材料

同左

(3)たな卸資産

原材料

同左

２．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（建物

附属設備を除く）について

は、定額法によっておりま

す。

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　 　15～22年

器具及び備品 ３～15年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(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．繰延資産の処理

方法

    　───────

 

 

(1)株式交付費

 支出時に全額費用処理して

おります。

 

 　　　───────

 

 

 

４．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

性を勘案し、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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、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。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数

（３年）による定額法によ

り、翌期から費用処理する

こととしております。

(2)退職給付引当金

同左

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数(３

年)による定額法により、翌

期から費用処理することと

しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員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。

(3)役員退職慰労引当金

同左

(3)役員退職慰労引当金

役員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。

(4)役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に

備えるため、役員賞与支給

見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき額を計上し

ております。

(4)役員賞与引当金

同左

(4)役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に

備えるため、役員賞与支給

見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上してお

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。

同左 同左

15



項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．ヘッジ会計の

方法

(1)ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金

利スワップについて、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

金利スワップ

(2)ヘッジ手段

同左

(2)ヘッジ手段

同左

(3)ヘッジ対象

市場金利等の変動により

キャッシュ・フローが変動

するもの（変動金利の借入

金）

(3)ヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ対象

同左

(4)ヘッジ方針

デリバティブ取引は金利の

変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取

引は行わない方針でありま

す。デリバティブ取引の執

行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定

めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の

承認を得て行っております。

(4)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ方針

同左

(5)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の

要件を満たしており、その

判定をもって有効性の評価

に代えております。

(5)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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

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か

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。

同左 同左

８．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方法

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理方法

同左

(1)消費税等の会計処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）   （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

──────  　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　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」（企業会計基準委

員会　平成15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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 （役員賞与に関する会計基準）    （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　企業会計基準第４号　平成17年11

月29日）を適用しております。

これにより、従来、株主総会決議時に

未処分利益の減少として会計処理して

いた役員賞与を当中間会計期間から発

生時に費用処理しております。

　この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益が

30,000千円減少しております。

────── 　当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。これにより、

従来、株主総会決議時に未処分利益の

減少として会計処理していた役員賞与

を、当事業年度から発生時に費用処理

しております。

　この結果、従来の方法に比べ、販売

費及び一般管理費が80,000千円増加し、

営業利益、経常利益、税引前当期純利

益が80,000千円減少しております。

   （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

────── ──────  　当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。

　 なお、従来の資本の部の合計に相当

する金額は、8,502,684千円でありま

す。

 　財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

 ────────── （中間貸借対照表）

　「未収入金」は、前中間会計期間まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は59,600

千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,587,733千円   355,517千円 1,387,478千円

２．偶発債務

(1)当社は、競合他社の展開する

居酒屋チェーンが当社の展開

する「月の雫」の業態を模倣

したものであるとして、当該

競合他社を相手取り店舗名称

の使用差止めと110,000千円

の損害賠償を求めて、平成15

年７月14日付で横浜地方裁判

所に訴訟を提起しておりま

す。

これに対し、相手方から不正

競争防止法に反するとして、

129,500千円の損害賠償等を

求める訴訟が平成15年12月12

日付で提起されております。

当社の見解は、「月の雫」は

東京、神奈川、千葉を中心に

広く認知され、マスコミ報道

等を通じ周知性が高いため店

舗の呼称・外観及び料理・

サービスの提供方法等の特徴

から、利用者が「月の雫」と

相手方店舗を誤って認識する

ものと判断しており、相手方

から提起されている不正競争

防止法違反には該当しないと

考えております。現在両訴訟

は横浜地方裁判所において併

合審理中であり、結審、和解

等には至っておりません。

２．偶発債務

(1) ──────────

２．偶発債務

(1)当社は、競合他社の展開する

居酒屋チェーンが当社の展

開する「月の雫」の業態を

模倣したものであるとし

て、当該競合他社を相手取

り店舗名称の使用差止めと

110,000千円の損害賠償を求

めて、平成15年７月14日付

で横浜地方裁判所に訴訟を

提起しております。

これに対し、相手方から不

正競争防止法に反するとして、

129,500千円の損害賠償等を

求める訴訟が平成15年

12月12日付で提起されてお

ります。

当社の見解は、「月の雫」

は東京、神奈川、千葉を中

心に広く認知され、マスコ

ミ報道等を通じ周知性が高

いため店舗の呼称・外観及

び料理・サービスの提供方

法等の特徴から、利用者が

「月の雫」と相手方店舗を

誤って認識するものと判断

しており、相手方から提起

されている不正競争防止法

違反には該当しないと考え

ております。現在両訴訟は

横浜地方裁判所において併

合審理中であり、結審、和

解等には至っておりませ

ん。
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前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

(2)当期において、店舗建物貸主

及び金融機関との間で敷金預

託委託契約を締結し、店舗建

物に係る敷金142,833千円を

回収しました。金融機関は当

社に代わり、店舗建物貸主に

対して敷金142,833千円を預

託しており、金融機関が当該

敷金を回収できない場合には、

当社がこれを補償する義務を

有しています。

なお、当中間会計期間末現在

において敷金547,245千円を

預託しております。

(2)当社は、店舗建物貸主及び

金融機関との間で敷金預託委

託契約を締結し、店舗建物に

係る敷金を回収しております。

金融機関は当社に代わり、店

舗建物貸主に対して敷金を預

託しており金融機関が当該敷

金を回収できない場合には、

当社がこれを補償する義務を

有しています。

なお、当中間会計期間末現在

において敷金547,245千円を

預託しております。  

(2)当期において、店舗建物貸主

及び金融機関との間で敷金

預託委託契約を締結し、店

舗建物に係る敷金142,833千

円を回収しました。金融機

関は当社に代わり、店舗建

物貸主に対して敷金142,833

千円を預託しており、金融

機関が当該敷金を回収でき

ない場合には、当社がこれ

を補償する義務を有してい

ます。

なお、当事業年度末現在に

おいて敷金547,245千円を

預託しております。  

３．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越

契約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

入未実行残高は次のとおりであり

ます。

３．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸

越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

３．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越

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未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 300,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 200,000

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 100,000

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 100,000

※４．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、金額的重要性が乏し

いため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

※４．消費税等の取扱い

同左

※４．　　 ─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　 15 千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　   4,057千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　1,968千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　  15,897千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　   7,732千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　 26,648千円

３．減価償却実施額

有形固定資産　  288,988千円

無形固定資産　　  1,899 

３．減価償却実施額

有形固定資産　    70,958千円

無形固定資産　　   5,908

３．減価償却実施額

有形固定資産　　  529,874千円

無形固定資産　　　  9,992
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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（自平成18年７月１日至平成18年12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
（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（注） 134,670 9,200 － 143,870

合計 134,670 9,200 － 143,870

(注）普通株式の発行済株式総数の増加9,200株のうち8,000株は有償一般公募、1,200株は有償第三者割当による新株

　   の発行による増加であります。　　　

２．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９月21日

定時株主総会
普通株式 67,335 500 平成18年６月30日 平成18年９月22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中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月８日

取締役会
普通株式 71,935 利益剰余金 500 平成18年12月31日 平成19年３月23日
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前事業年度（自平成17年７月１日至平成18年６月30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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式（注） 134,438 232 － 134,670

合計 134,438 232 － 134,670

(注）普通株式の発行済株式総数の増加232株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。　　

　

２．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17年９月22

日

定時株主総会

普通株式 67,219 500 平成17年６月30日 平成17年９月26日

平成18年２月９

日

取締役会

普通株式 67,231 500 平成17年12月31日 平成18年３月20日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月21日

定時株主総会
普通株式 67,335 利益剰余金 500 平成18年６月30日 平成18年９月22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　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 3,103,571千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
200,000

現金及び現金同等物 2,903,571

現金及び預金勘定 4,552,472千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
200,000

現金及び現金同等物 4,352,472

現金及び預金勘定 4,408,922千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
200,000

現金及び現金同等物 4,208,922
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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 1,096,369 92,733 1,003,636

器具及
び備品

1,873,692 1,188,906 684,786

ソフト
ウェア

175,568 110,351 65,217

合計 3,145,631 1,391,991 1,753,639

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 6,046,512 483,946 5,562,566

器具及
び備品

1,432,050 1,042,281 389,769

ソフト
ウェア

113,921 66,787 47,133

合計 7,592,485 1,593,015 5,999,470

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 3,048,829 212,064 2,836,764

器具及
び備品

1,672,057 1,154,456 517,601

ソフト
ウェア

158,846 117,550 41,295

合計 4,879,733 1,484,071 3,395,661

(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 467,096千円

1年超 1,319,063

合　計 1,786,159

1年内 819,119千円

1年超 5,222,021

合　計 6,041,141

1年内 579,720千円

1年超 2,855,831

合　計 3,435,552

(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

①支払リース料 292,701千円

②減価償却費相当額 259,781

③支払利息相当額 30,654

①支払リース料 516,943千円

②減価償却費相当額 438,882

③支払利息相当額 75,649

①支払リース料    652,406千円

②減価償却費相当額 571,315

③支払利息相当額 75,583

(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

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零または残価保証額とする定額法に

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

(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 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

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

1年内 －千円

1年超 －

合　計 －

1年内 －千円

1年超 －

合　計 －

1年内 －千円

1年超 －

合　計 －
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株　　　式 7,830 22,968 15,138

合　　　計 7,830 22,968 15,138

２．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
10,000

非上場株式　

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

社　債 100,000 90,536 △9,464

合　　　計 100,000 90,536 △9,464

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株　式 7,830 22,823 14,993

合　　　計 7,830 22,823 14,993

３．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

子会社株式
10,000

非上場株式　
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前事業年度末（平成18年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

社　債 100,000 78,796 △21,204

合　　　計 100,000 78,796 △21,204

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株　式 7,830 26,825 18,995

合　　　計 7,830 26,825 18,995

３．時価のない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式
10,000

非上場株式　
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　　③デリバティブ取引関係

 　前中間会計期間（自平成17年７月１日至平成17年12月31日）、当中間会計期間（自平成18年７月１日至平成18年12月31

日）及び前事業年度（自平成17年７月１日至平成18年６月30日）

　当社は、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため記載を省略しております。
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　　④持分法損益等

 　前中間会計期間（自平成17年７月１日至平成17年12月31日）、当中間会計期間（自平成18年７月１日至平成18年12月31

日）及び前事業年度（自平成17年７月１日至平成18年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

     58,410円39銭            75,547円91銭            63,137円18銭

1株当たり中間純利益金額 1株当たり中間純利益金額 1株当たり当期純利益金額

     5,592円51銭           6,151円46銭           10,848 円25銭

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後1株当たり中間純利益

金額

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額

     5,583円79銭           6,149円11銭           10,836 円15銭

　（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額は、期中平均株式数により算出しておりますが、無償で発行した株式に

ついては、期首に株式数が増加したものとして算出しております。

２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

1株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(千円) 751,914 849,893 1,459,564

普通株主に帰属しない金額（千円）

(うち利益処分による役員賞与金)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)
751,914 849,893 1,459,564

期中平均株式数（株） 134,450 138,161 134,544

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利

益金額

中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数(株)

(うち新株予約権)

210

(210)

52

(52)

232

(232)

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　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ─────  ───── 　　係争案件の和解

　当社を原告、競合他社を被告とする、

業態模倣による110,000千円の損害賠

償訴訟、並びに当該競合他社を原告、

当社を被告とする、129,500千円の不

正競争防止法に反するとした損害賠償

訴訟につきましては、横浜地方裁判所

の和解勧告により、平成18年９月８日

円満に和解が成立しました。尚、これ

による損益への影響はございません。

 ─────  ───── 　　ストックオプション

１.当社は平成18年９月21日開催の定

時株主総会において、当社の取締役に

対して、ストック・オプションとして

新株予約権を発行することにつき、次

のとおり決議いたしました。

(1)特に有利な条件をもって新株予約

　権を発行する理由

当社の取締役に対して、業績向上への

インセンティブを高めるために新株予

約権を発行するものであります。

(2)新株予約権発行の要領

1)新株予約権の割当を受ける者

 当社の取締役

2)新株予約権の目的たる株式の種類　

　及び数

 当社普通株式80株を１年間の上限と

する。

3)発行する新株予約権の総数

 80個を１年間の上限とする。

4)各新株予約権の発行価格

 無償とする。

5)新株予約権の行使に際しての出資さ

れる財産の価額

 各新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、次により決定され

る１株当たりの払込金額（以下「払込

金額」という。）に、新株予約権１個

当たりの目的である株式数を乗じた金

額とする。

 払込金額は、新株予約権発行日の属

する月の前月の各日（取引が成立しな

い日を除く。）における東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値の

平均値に1.05を乗じた金額（１円未満

の端数は切り上げ）とする。ただし、

当該金額が新株予約権発行日の終値
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ─────  ───── （取引が成立しない場合はそれに先立

つ直近日の終値）を下回る場合は、新

株予約権発行日の終値とする。

6)新株予約権の権利行使期間

 平成20年10月１日から平成24年９月

30日まで

7)譲渡による新株予約権の取得の制

限

 譲渡による新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会の承認を要す

る。

8)新株予約権行使の条件

 ①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社の取締役

または監査役であることを要する。た

だし、社命による転籍または定年退職

その他これに準ずる正当な理由のある

場合はこの限りではない。

 ②新株予約権の割当てを受けた者が

死亡した場合はその死亡時において本

人が行使しうる株式数を上限として

６ヶ月以内（ただし、新株予約権の行

使期間末日までとする）に相続人の行

使を認める。なお、行使開始日以前に

死亡した場合は、相続を認めない。

 ③新株予約権の質入その他一切の処

分は認めないものとする。

 ④その他の条件は、平成18年９月21

日開催の定時株主総会決議および取締

役会決議に基づき当社と新株予約権の

割当てを受けたものとの間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。

9)新株予約権取得事項

 ①当社が消滅会社となる合併契約書

が承認されたとき、または当社が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議

案もしくは株式移転の議案につき株主

総会で承認されたときは、新株予約権

を無償で取得する事ができる。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ─────  ───── ②新株予約権の行使の条件に該当しな

くなったため、新株予約権の全部また

は一部を行使できなくなった場合は、

当社は新株予約権を無償で取得するこ

とができる。

10)新株予約権の行使により発生する

端数の切り捨て

 新株予約権を行使した新株予約権者

に交付する株式の数に１株に満たない

端数がある場合には、これを切り捨て

るものとする。

11)その他の内容

 新株予約権に関するその他の内容に

ついては、新株予約権の募集事項を決

定する取締役会において定める。

 

２.当社は平成18年９月21日開催の定

時株主総会において、当社の従業員に

対して、ストック・オプションとして

新株予約権を発行することにつき、次

のとおり決議いたしました。

(1)特に有利な条件をもって新株予約

権を発行する理由

　当社の従業員に対して、業績向上に

対する意欲や士気を一層高めるととも

に優秀な人材を確保することを目的と

して新株予約権を発行するものであり

ます。

(2)新株予約権発行の要領

1)新株予約権の割当を受ける者

 当社の従業員のうち、当社取締役会

で承認された者とする。

2)新株予約権の目的たる株式の種類及

び数

 当社普通株式70株を総株数の上限と

する。

3)発行する新株予約権の総数

 70個（各新株予約権の目的となる株

式の数１株）を総数の上限とする。

4)各新株予約権の発行価格

 無償とする。

5)新株予約権行使時に払込すべき金

額

 新株予約権行使時に払込すべき金額

は、新株予約権発行日において決定さ

れる１株当たりの払込金額に新株予約

権１個当たりの目的となる株式数を乗

じた金額とする。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ─────  ───── １株当たりの払込金額は、東京証券取

引所における当社株式普通取引の新株

予約権発行日前日の終値およびその日

に先立つ終値の存する６直近日（前日

に終値がない場合はこの日に先立つ終

値の存する７直近日）の単純平均値に

1.05を乗じた金額とし１円未満は切り

上げるものとする。ただし、その株価

が新株予約権発行日前日の終値（前日

に終値がない場合は直近日の終値）を

下回る場合は、新株予約権発行日の終

値とする。

6)新株予約権の権利行使期間

 平成20年10月１日から平成24年９月

30日まで

7)新株予約権の行使の条件

 ①新株予約権の割当を受けた者は、

権利行使時においても、当社従業員ま

たは当社関係会社の取締役もしくは従

業員の地位にあることを要する。

 ②その他権利行使の条件は、新株予

約権発行の取締役会決議により決定す

るものとする。

8)新株予約権取得事項

 ①当社が消滅会社となる合併契約書

が承認された場合または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案

もしくは株式移転の議案につき株主総

会で承認された場合は、存続会社また

は当社の完全親会社が新株予約権に付

与義務を継承するときを除き、新株予

約権は無償で消却する事ができるもの

とする。

 ②新株予約権者が権利行使をする前

に、当社従業員または当社関係会社の

取締役もしくは従業員の地位喪失によ

り新株予約権を行使できなかった場合、

当該新株予約権については無償で消却

することができるものとする。

9)新株予約権の譲渡制限

 新株予約権を譲渡する場合には取締

役会の承認を要するものとする。

10)その他の内容

 新株予約権に関するその他の内容に

ついては、新株予約権の募集事項を決

定する取締役会において定める。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）原材料仕入実績

　原材料仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

東方見聞録 1,309,633 44.4 1,199,585 38.3 2,538,817 43.7

月の雫 1,202,782 40.8 1,231,037 39.4 2,365,751 40.7

黄金の蔵 298,522 10.1 435,542 13.9 685,516 11.8

ごはんや三光亭 ― ― 25,467 0.8 ― ―

その他 137,382 4.7 236,766 7.6 223,849 3.8

合計 2,948,320 100.0 3,128,400 100.0 5,813,935 100.0

(2）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。

業態別

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

東方見聞録 5,154,154 44.8 4,857,170 39.5 9,983,301 43.6

月の雫 4,710,498 41.0 4,912,183 39.9 9,238,889 40.3

黄金の蔵 1,133,222 9.8 1,746,994 14.2 2,624,567 11.5

ごはんや三光亭 ― ― 69,730 0.6 ― ―

その他 503,371 4.4 710,644 5.8 1,063,008 4.6

合計 11,501,247 100.0 12,296,724 100.0 22,909,767 100.0

　（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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(3）収容能力及び収容実績

　収容能力及び収容実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

客席数
(千席)

構成比
(％)

来店客
数

(千人)

構成比
(％)

東方見聞録 1,578 43.0 1,641 43.4 1,633 40.5 1,577 39.0 3,150 42.2 3,267 43.6

月の雫 1,570 42.8 1,453 38.4 1,644 40.7 1,519 37.6 3,179 42.5 2,862 38.2

黄金の蔵 366 10.0 419 11.1 586 14.5 632 15.6 845 11.3 962 12.8

ごはんや三光亭 － － － － 23 0.6 114 2.8 － － － －

その他 153 4.2 269 7.1 148 3.7 204 5.0 300 4.0 409 5.4

合計 3,668 100.0 3,784 100.0 4,034 100.0 4,046 100.0 7,475 100.0 7,501 100.0

　（注）　客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。
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