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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 2,047 － 54 － 23 －

17年12月中間期 － － － － － －

18年６月期 3,904 193 160

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 31 － 33 59 33 50

17年12月中間期 － － － － － －

18年６月期 7 17 34 － －
（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 928,386株 17年12月中間期 457,400株 18年６月期 457,400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。

 　　 ⑤平成17年12月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の記載を省略しております。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 3,897 1,012 26.0 868 86

17年12月中間期 － － － － －

18年６月期 3,527 700 19.8 1,530 55
（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期 1,164,800株 17年12月中間期 457,400株 18年６月期 457,400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平成17年12月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の記載を省略しております。

(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 198 △152 270 512

17年12月中間期 － － － －

18年６月期 427 △519 31 196

 (注) 平成17年12月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目の記載を省略しております。

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 4,127 53 68

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 65円44銭

 (注) 平成18年７月31日開催の取締役会決議により、平成18年８月31日現在の株主に対し平成18年９月１日付をもって、普通株式１株を２株とす

る株式分割を行っております。

なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の期中平均株式数により算出しております。
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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 － － － 10 － 10

19年６月期（実績） － － － － －
10

19年６月期（予想） － － － 10 －

※　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６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社は、関係会社を有していないため、当社の事業内容について記載いたします。

　当社は、ラーメン及び中華料理分野で飲食事業を進めており、極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」、中華定食「中華食

堂」を主力業態として、その他４業態の直営多店舗展開を事業の内容としております。

　「一刻魁堂」、「中華食堂」の主力業態は、主に郊外型の大型専門店にて多店舗展開し、専門店の美味しさと同時

に、大型店の入り易さ、メニューを選ぶ楽しさを追求しております。また、四川省剣門麻婆豆腐と楊州炒飯の専門店

「龍虎（ロンフー）」業態及び角切り炙り焼豚屋台らーめん「亀松」業態は、ショッピングセンターなどへのテナン

ト出店をしております。

　店舗エリアは、当中間会計期間末現在、愛知県34店、岐阜県８店、三重県４店、静岡県２店の合計48店を、全て直

営で展開しており、今後につきましては、「一刻魁堂」「龍虎（ロンフー）」の２業態は首都圏を中心としたエリア

での展開を考えております。

　なお、当社では店舗食材の一次加工を名古屋センターに集約し、品質の向上・安定、均一化を図っております。

 

「事業系統図」

以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

店舗食材・原材料の供給 

各店舗 
当社 

名
古
屋
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タ
ー
（
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材
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一
次
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工
） 

クイックサービス部門 

極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」 

角切り炙り焼豚 屋台らーめん「亀松」 

ら～めん・朝かゆ「SAKURA櫻」（注） 

ファミリーサービス部門 

中華定食「中華食堂」 

カジュアルサービス部門 

四川省剣門麻婆豆腐と楊州炒飯 

「龍虎厨房long-hu kitchen 

（ロンフーキッチン)」 

「龍虎餐房long-hu dining 

（ロンフーダイニング)」 

チャーハンダイニング 

「J.B.Chang(ジェイビーチャン)」 

  

飲
食
の
提
供 

飲
食
の
提
供 

一 

般 

顧 

客 

仕入先 

 

(注）ら～めん・朝かゆ「SAKURA櫻」は、平成19年２月５日にセントレア店を極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」に

業態転換したことにより、業態を廃止しております。
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２．経営方針
 (1) 会社の経営の基本方針　　　

　当社は、「仕事を通じて、人生を楽しみ、豊かな食文化を実現する」を基本理念に掲げ事業を展開しております。顧

客満足を第一に、会社と共に社員が成長し、飲食業を通じて豊かで健康的な食文化の創造することにより、地域社会に

貢献することを基本方針としております。

　この基本方針に基づき、接客サービス、品質、店舗管理の向上を図るべく、店舗営業第一主義の徹底と効率化を実現

し、企業価値の増大を図りたいと考えております。　

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、業績に裏付けられた安定配当の維持継

続を基本方針としております。

　また、内部留保につきましては、財務体質の強化並びに収益の向上を図るための新規出店に係る設備投資及び改装費

のほか、人材の育成など利益に貢献する有効な投資資金として活用していく所存です。 

 (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

  当社は、株式の流動性の向上を経営の重要事項として認識しております。今後につきましては、当社の株価水準や株

主の分布状況、市場における当社株式の流動性等を総合的に勘案し、適宜対処してまいります。

　なお、平成18年９月１日付けで普通株式１株を２株に分割いたしました。  

 (4) 目標とする経営指標　

　当社は、健全な成長と収益性を確保するため、売上高成長率及び営業利益率を重要な経営指標と考えております。

　売上高成長率20％、営業利益率８％を数値目標として持っておりますが、売上高成長率、営業利益率とも目標と実績

が乖離しております。そのため、確実な出店と既存店の活性化により売上高の増大を図り、営業利益率の向上は売上規

模の拡大による固定比率の低減、並びに店舗段階におけるＦＬコスト率（売上高に占める原価率＋人件費率）の目標を

定め収益の改善に取り組んでおります。併せて効率的な店舗オペレーションの確立と進化により、早期に目標数値に近

づきたいと考えております。

 (5) 中長期的な会社の経営戦略

　外食産業におきましては、個人消費の動向は不透明感が拭いきれておらず、業界内の競合は激しさを増す中で、当社

は今後も安定した成長により売上高100億円企業を目指し、サービス力、品質向上のための教育体制、店舗開発力の強

化を中長期の中心テーマとして、以下の３項目の施策を推し進めてまいります。

　　①「一刻魁堂」、「中華食堂」の主力２業態及び「龍虎(ロンフー)」業態の積極出店

　　②店舗開発の強化推進

　　③人材の獲得と育成教育システムの強化と推進

 (6) 会社の対処すべき事項　　

　外食産業においては、マーケット規模が縮小する中で企業間競争は激しさを増しております。また、人件費、エネル

ギーコストの上昇、顧客の「安心・安全・健康」志向の高まりによる産地表示・成分表示・ポジティブリストなどへの

対応によるコスト増に対応が必要で、今後も厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　当社は、このような環境を克服し、安定した成長を継続するために以下の項目を課題としております。

　　①既存店売上高の対前年比100％の達成

　　②店舗開発力の強化

　　③人材の確保と育成教育の強化

　　④マネジメントシステムの進化

　　⑤衛生管理の強化

　　⑥内部統制の強化 

 (7) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。     

 (8) 内部管理体制の整備・運用状況

　「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりです。   

 (9) 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、大手企業を中心に企業収益の改善、設備投資の拡大など堅調に推移しました。

また、雇用情勢の改善もあって個人消費にも回復の兆しが見られるなど継続して回復基調にありました。

　外食産業におきましては、既存店売上高に持ち直しの傾向が見られるものの、新規出店、新業態開発の競争激化など

から、依然として厳しい経営環境が続いております。

　このような環境におきまして当社は、主力業態の「一刻魁堂」を新営業エリアの静岡県に２店出店、「中華食堂」は

新規出店２店、業態転換出店１店の３店を出店し、１店を退店いたしました。また、「龍虎(ロンフー)」業態の１店を

改装し、当中間会計期間末現在の店舗数は48店となりました。

　営業面におきましては、「一刻魁堂」業態のディナータイム強化、「中華食堂」業態の新メニュー投入、「龍虎(ロ

ンフー)」業態のメニュー改定などを実施し、サービス・品質、店舗オペレーションの強化に取り組み、顧客満足度の

向上と効率的な店舗運営に努めました。

　この結果、当中間会計期間の売上高は2,047,740千円、営業利益54,434千円、経常利益23,569千円、中間純利益は

31,185千円となりました。

　なお、当中間会計期間は中間財務諸表を初めて作成するため、前年同期との比較は行っておりません。

  (2) 財政状態

①　財政状況

＜流動資産＞ 

　流動資産は717,820千円となり、前事業年度末に比べ356,348千円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が

331,362千円増加したためであります。

＜固定資産＞

　固定資産は3,179,963千円となり、前事業年度末に比べ13,551千円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産

で４店舗の新規立地への出店等に伴い建物が31,472千円増加したことによるものです。投資その他の資産は665,158

千円と前事業年度末に比べ8,840千円減少しておりますが、これは主に投資有価証券等の減少によるものであります。

＜流動負債＞

　流動負債は1,124,092千円となり、前事業年度末に比べ77,604千円増加いたしました。主な要因は、買掛金が38,811

千円、一年以内返済予定の長期借入金が23,345千円それぞれ増加したためであります。

＜固定負債＞

　固定負債は1,761,641千円となり、前事業年度末に比べ19,675千円減少いたしました。主な要因は、社債が50,000

千円減少した一方、長期借入金が35,045千円増加したためであります。

＜純資産＞

　純資産は1,012,048千円となり、前事業年度末に比べ311,970千円増加いたしました。主な要因は、新株発行により

資本金が146,475千円、資本準備金が146,475千円それぞれ増加したためであります。 

②　キャッシュ・フロー分析

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて316,357千円

増加し、512,537千円となりました。

　　なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、営業活動により得られた資金は198,862千円となりました。これは主に、４店舗の新規

出店、２店舗の業態転換及び１店舗の退店に伴い減価償却費111,598千円、固定資産除却損29,825千円がそれぞれ発

生したこと、また仕入債務が38,811千円増加したことによるものです。

（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、投資活動により使用した資金は152,978千円となりました。これは主に、新規出店に伴

う有形固定資産の取得による支出158,356千円によるものです。

（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、財務活動により得られた資金は270,473千円となりました。これは主に、長期借入金の

返済による支出241,610千円があった一方、長期借入れによる収入300,000千円及び新株発行による収入286,539千円

があったことによるものです。

－ 5 －



　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。　

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成18年12月中間期

 自己資本比率 20.1 19.8 26.0

 時価ベースの自己資本比率（％）※１ － － 27.2

 債務償還年数（年）※２ 6.1 5.5 5.9

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）※３ 11.5 13.3 15.3

　　　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　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

※１　平成18年12月22日に名証セントレックスに上場いたしましたので、平成17年６月期及び平成18年６月期の

時価がないため記載しておりません。株式時価総額は、期末（中間末）株価終値×期末（中間末）発行株

式総数により算出しております。 

※２　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（中間貸借対照表）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。債務償還年数の中間期における計算は、「営業活動による

キャッシュ・フロー」を年額に換算するため２倍にしております。

※３　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

　今後の見通しとしましては、大手企業を中心とする企業収益の改善が顕著で個人消費も不透明感が存在するものの

徐々に明るさを増してきております。

  外食業界におきましては、新規出店競争の激化、エネルギーコストの上昇、求人難など、厳しい状況が続くものと考

えられます。

  通期の業績見通しとしましては、店舗開発及び店舗営業の強化に注力し業績の向上を図る所存であります。店舗開発

については、素早い意志決定が可能な組織体制の確立を進めます。また、収益性の高い龍虎（ロンフー）業態の新規出

店を進め、収益力の向上に繋げてまいります。

  店舗営業の強化につきましては、各業態別に顧客ニーズ、市場動向に対応した営業戦略を組み立て、売上の増大に注

力してまいります。

  以上によりまして、売上高4,127百万円、経常利益53百万円、当期純利益68百万円を見込んでおります。　

（注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は予想数値と異なる可能性が

あります。

 (4) 事業等のリスク

　以下において、当社の事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項を記

載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断あるいは当社の事業活

動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載をしておりま

す。

　また、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であ

りますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項及び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる

必要があると考えております。また、下記の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではあり

ませんので、その点も併せてご留意願います。

　なお、将来に関する事項につきましては、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであり、様々な要因に

よって実際の結果と異なる可能性があります。  

①当社の事業展開について

1)　経営成績の変動について

　当社は当中間会計期間末現在、極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」、中華定食「中華食堂」、四川省剣門麻婆豆腐と

楊州炒飯「龍虎厨房long-hu kitchen（ロンフーキッチン)」・「龍虎餐房long-hu dining(ロンフーダイニン

グ)」、角切り炙り焼豚屋台らーめん「亀松」、ら～めん・朝かゆ「SAKURA櫻」、チャーハンダイニング「J.B.Chang

(ジェイビーチャン)」の６業態を運営しております。一刻魁堂、中華食堂、龍虎(ロンフー)業態の３業態は多店舗

化が可能な業態として確立しており、その他の業態については、競合他店との差別化を図り収益力のある業態とし
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て確立するため改善・検証を進めております。

　しかしながら、当社のこの戦略が事業環境の変化や差別化が思いどおりの成果をあげることができなかった場合

や、競合他店のより価値のあるサービス・価格の店舗が出現した場合には、当社の経営成績に重大な影響を与える

可能性があります。

　なお、ら～めん・朝かゆ「SAKURA櫻」は、平成19年２月５日にセントレア店を極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」に

業態転換したことにより、業態を廃止しております。　

2)　店舗開発について

　当社は多店舗化を推進するにあたり直営店による店舗展開を基本としております。平成19年６月期における新規

出店計画は９店を予定し、当中間会計期間には４店を出店、当中間会計期間末現在の店舗数は48店となっておりま

す。今後も積極的に出店をしていく方針であります。

　また、これまで当社は愛知県・岐阜県・三重県の３県下に店舗展開をしておりましたが、店舗数の増加に伴い出

店の余地が狭まってきております。そのため、今後は静岡県から関東圏に出店することを計画しております。当中

間会計期間は静岡県に「一刻魁堂」を２店出店しました。

　新規出店物件の選定に当たっては、商圏人口・交通量・競合店状況などの立地条件や賃借料等の経済条件を勘案

の上、充分に採算性があると判断できる物件を選定しております。

　しかしながら、出店計画地域に当社の出店条件に見合う物件が見つからない場合や、不動産市況及び局地的な景

気・消費動向に大きな変動が見られた場合は、出店地域戦略を変更する可能性があり、出店時期の遅れや出店計画

の見直しが生じた場合には、当初の出店計画を達成できず、事業計画及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。　 

3)　営業不振による退店及び減損会計の適用について

　当社は経営の健全性を保つためスクラップアンドビルドを重要な経営戦略の一つと考えており、収益性の悪い店

舗の撤退を図る一方、積極的な新規出店を進める計画であります。新規出店物件の選定に当たっては、商圏人口・

交通量・競合店状況等の立地条件や賃借料・敷金（保証金）等の出店条件を基に、売上及び収益等の業績予想を勘

案し出店を決定しておりますが、出店した店舗が当初の計画通りの収益を計上できず、販売促進等による売上の拡

大、販売費及び一般管理費の削減に努めても業績の回復が図れない場合には、業態転換、転貸店舗または退店等の

撤退（スクラップ）とする方針としております。

　この場合には、店舗撤退に伴う損失が当社の業績に影響を及ぼす可能性があると共に、減損会計の適用により減

損損失を計上した場合には、当社の経営成績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

　なお、当中間会計期間に１店を退店いたしました。　

4)　食材の安全性、安定供給について

　近年、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、高病原性鳥インフルエンザ、残留農薬、偽装表示等の問題が発生し、食材の安

全性についての関心が高まっております。当社が使用する肉類は豚肉及び鶏肉であり、ＢＳＥで直接影響を受ける

牛肉は使用しておりませんが、牛肉の代替肉として豚肉価格が高騰したことがあります。

　当社においては、食材の原産地表示や成分表示、また、食材の安全性かつ安定的な確保に慎重に取り組む方針で

ありますが、食材市況に大幅な変動が生じた場合や、当社の求める食材の供給が滞った場合、また、食材の安全性

に関わる不安・風評などにより、消費者に不安感を持たれた場合等には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。　

5)　敷金・保証金について

　当社は、出店に際して賃借物件により店舗開発を行うことを方針としており、当中間会計期間末現在48店舗中、

23店につき土地を賃借し、25店（内、８店はテナント）は土地建物を賃借しております。

　当中間会計期間末現在の差入保証金及び建設協力金の合計は350,752千円となっており、資産合計に占める割合

は、9.0％となっております。当該差入保証金は賃貸借契約の終了をもって当社に返還されるものであり、建設協

力金の債権保全は万全を期しておりますが、賃借先の状況によっては、当該店舗に係る差入保証金の返還や建設協

力金の回収、店舗営業の継続に支障が生じる可能性があります。

　また、当社店舗の不採算等により当社が賃貸借契約満了前に契約解除を行った場合には、当該契約に基づく差入

保証金の一部または全部が返還されないことや、将来において当該賃借先が保有する物件の当社による賃借が困難

となる可能性があり、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。　
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6)　特定取引先への依存について

　当社は、平成15年８月より、当社の主要仕入品目である麺類等の仕入れを発注業務の合理化及び食材の安定供給

を目的として、尾家産業株式会社に仕入先を集約したことにより、同社からの仕入高割合が平成17年６月期

75.1％、平成18年６月期77.3％、当中間会計期間73.4％と非常に高くなっております。

　したがいまして、同社からの仕入れが何らかの要因により継続できない場合は、当社の経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。　

7)　中華定食「中華食堂」の商標について

　当社が展開する中華定食「中華食堂」業態は、出店地区の町名等を冠して「中華定食○○食堂」の屋号により愛

知県、岐阜県及び三重県で16店（当中間会計期間末現在）を営業しておりますが、中華定食及び中華食堂は普通名

詞につき商標権は取得しておりません。

　競合他社の店舗において、「中華食堂」あるいは「○○食堂」と、中華並びに食堂を商標とする類似商標店舗が

増加しております。当社中華食堂の類似商標店舗が今後更に増加し、一般顧客が判別できず当社中華食堂と混同さ

れ、当社の業績に影響を及ぼすことが考えられます。

　また、これらの競合他社の類似商標店舗で食中毒等の重大な問題が発生した場合等には、当社中華食堂が連鎖的

風評の被害を受けることが予想され、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。　

8)　自然災害について

　当社は、地震・台風・水害など大規模な自然災害に対する対応について危機管理体制の構築を進めておりますが、

実際に発生した場合には店舗の損傷や電気・ガス・水道の供給不足、交通網の麻痺等により食材の仕入及び店舗へ

の供給が著しく損なわれるなど、店舗営業が妨げられる可能性があります。

　また、食材の産地に自然災害が発生した場合も同様に、食材の供給や食材価格の高騰などにより食材の安定供給

に支障が生じる可能性があります。

　このような大規模な自然災害が発生した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。　

9)　危機管理体制について

　当社は以下の危機問題に対し、危機管理体制の確立により経営の安定を図ってまいります。

　　・食中毒防止（衛生管理体制）

　　・火災、自然災害対策

　　・情報漏洩対策

　　・風評被害対策

　　・その他

　以上の危機問題に対して、プロジェクトチームを編成し発生防止の具体的な訓練を含む危機管理体制の構築を進

めております。また、発生した場合においても最小限の被害にするべく具体的な対策を講じております。

　しかしながら、当社の現時点における対策は万全なものではなく、今後更に検討を加え各対策の完成に向けて努

力を続ける所存でありますが、当社の発生防止のための対策や努力にも拘らず実際に発生した場合は、当社の経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

10) ストック・オプションについて

　当社はストック・オプション制度を採用しております。旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平

成17年９月22日開催の定時株主総会において発行の承認を受け、当社役員及び従業員に対して新株予約権（ストッ

ク・オプション）を付与しております。当制度は、当社の業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を高め

るものとして有効であると当社は認識しておりますが、新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希

薄化する可能性があります。当中間会計期間末現在、当社の新株予約権による潜在株式数は、87,800株であり、発

行済株式総数及び新株予約権による潜在株式数の合計1,252,600株の7.01％に相当しております。 　

②法的規制等について

1)　食品衛生法について

　当社の主な法的規制として工場及び店舗での営業全般に関して、食品衛生法の規制を受けております。当社では、

食品衛生法に基づき、所轄保健所から営業許可を取得し、本社工場及び直営店舗に食品衛生責任者を配置しており

ます。また、衛生管理マニュアル、スタッフハンドブック等で全社員（パート・アルバイトを含む）に対し衛生管

理について周知徹底させておりますが、当社の営業活動の中で、当該法令に抵触した場合は営業停止等の行政処分

を受けることになります。

　現在のところ、当社では設立以来行政処分の対象となる事由は発生しておりませんが、当社の衛生管理諸施策に
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もかかわらず、当社の店舗において行政処分がなされた場合は当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

許認可等 有効期間 関連法令 関連諸官庁等

 営業許可証  ５～８年  食品衛生法  厚生労働省・各保健所

2)　食品循環資源の再利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について 

　平成13年５月に施行された「食品循環資源の再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）により年間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑

制、減量及び再生利用を通じて、平成18年度までに排出する食品残渣物の20％を削減することが義務付けられてお

ります。

　当社は、食品リサイクル法の対象となる外食事業者であり、同法に基づき食品廃棄物の減量等に努めております。

しかしながら、今後自社で処理を行うための設備を新たに購入する等の必要性が生じた場合などは、当社の経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。　

3)　短時間労働者の社会保険適用拡大について

　厚生労働省は新しい労働契約法や労働基準法改正案などの議論を進めており、その中には短時間労働者（正社員

以外の労働者で、１週間の所定労働時間が正社員より短い労働者）に対する厚生年金・健康保険の適用基準を拡大

する案や、長時間労働の是正のため残業代の割増率を引き上げることなどが含まれております。

　当社においては、現行法に該当するパート・アルバイト等の短時間労働者はすでに年金加入をしております。

しかしながら、当社では外食という業種柄、短時間労働者（パート・アルバイト）を多人数雇用しており、これら

の法制度改正の動向によっては、当社負担の増加などにより経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

4)　労働基準監督署からの是正勧告について

　当社は、平成17年３月28日に名古屋東労働基準監督署、平成17年11月９日に江南労働基準監督署より、以下の事

項についての是正勧告を受けております。

　　・労働基準法第36条に定める時間外労働の労使協定の届出がないこと。

　　・法定休日を与えていないこと。

　　・時間外労働及び法定休日の労働に対する割増賃金を支払っていないこと。

　当社では、平成18年６月期に発生した上記労働基準監督署からの是正勧告については、即座に是正措置を講じま

した。同時に当該是正勧告を厳粛に受け止め、就業規則を含む労務関連規程の確認及び改定、賃金計算事務の確認、

更に内部監査の強化を指示し、労働基準法等の法令遵守の徹底を図っております。

　当社は、サービス業に属する企業であり人材は重要かつ貴重な財産であると考えております。今後の当社の成

長・発展には優秀な人材の確保・育成が要であり、労働環境の整備と労働条件の向上に真摯に取り組み、従業員と

の良好な関係を構築いたします。　

③有利子負債の依存について

　当社の新規出店及び業態転換による改装の設備投資資金は、主に金融機関からの借入金により調達していることか

ら総資産に対する有利子負債の比率は下表のとおり高水準であります。今後は資金効率の改善と自己資本の充実によ

り財務体質の強化に努める方針でありますが、店舗収益の悪化により借入金の返済額負担の増加、また、金融情勢の

変化による借入金に対する金利負担の増大により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。

　最近における総資産に占める有利子負債の比率等は下表のとおりの水準で推移しております。 

 平成15年６月期 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 平成18年12月中間期 

 有利子負債残高（千円） 2,023,546 1,944,077 2,330,764 2,365,920 2,366,236

 （対総資本比率）  68.7％  67.6％  67.7％  67.1％ 60.7％

 純資産額（千円） 660,684 626,510 691,357 700,078 1,012,048

 （自己資本比率）  22.4％  21.8％  20.1％  19.8％ 26.0%

 総資産額（千円） 2,944,870 2,874,866 3,442,351 3,527,883 3,897,783

 支払利息（千円） 39,233 34,052 32,558 33,025 15,254
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  540,543   209,181   

２．売掛金  11   7   

３．たな卸資産  39,285   26,953   

４．その他  137,979   125,328   

流動資産合計   717,820 18.4  361,471 10.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物 ※１，２ 1,619,047   1,587,574   

(2) 土地 ※２ 584,893   584,893   

(3) その他 ※１ 305,093   314,145   

有形固定資産合計  2,509,034   2,486,613   

２．無形固定資産  5,770   5,799   

３．投資その他の資産        

(1) 賃貸不動産 ※１ 201,019   191,621   

(2) 差入保証金  253,841   241,191   

(3) その他  210,297   241,185   

投資その他の資産合計  665,158   673,999   

固定資産合計   3,179,963 81.6  3,166,411 89.8

資産合計   3,897,783 100.0  3,527,883 100.0
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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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  154,442   115,631   

２．一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 570,282   546,937   

３．未払法人税等  8,982   10,851   

４．賞与引当金  5,820   6,810   

５．その他 ※３ 384,565   366,257   

流動負債合計   1,124,092 28.8  1,046,487 29.7

Ⅱ　固定負債        

１．社債  300,000   350,000   

２．長期借入金 ※２ 1,382,018   1,346,973   

３．退職給付引当金  10,274   9,452   

４．役員退職慰労引当金  40,648   40,648   

５．その他  28,701   34,243   

固定負債合計   1,761,641 45.2  1,781,317 50.5

負債合計   2,885,734 74.0  2,827,804 80.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   479,205 12.3  332,730 9.4

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  394,254   247,779   

資本剰余金合計   394,254 10.1  247,779 7.0

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  14,180   14,180   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  80,000   80,000   

繰越利益剰余金  41,392   14,781   

利益剰余金合計   135,572 3.5  108,961 3.1

株主資本合計   1,009,032 25.9  689,470 19.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  3,016 0.1  10,607 0.3

評価・換算差額等合計   3,016 0.1  10,607 0.3

純資産合計   1,012,048 26.0  700,078 19.8

負債純資産合計   3,897,783 100.0  3,527,883 100.0
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(2）中間損益計算書

  
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）

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
（％）

Ⅰ　売上高   2,047,740 100.0  3,904,627 100.0

Ⅱ　売上原価   623,503 30.4  1,155,965 29.6

売上総利益   1,424,237 69.6  2,748,662 70.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,369,802 66.9  2,555,373 65.4

営業利益   54,434 2.7  193,288 5.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  31,793 1.6  57,165 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  62,659 3.1  90,107 2.3

経常利益   23,569 1.2  160,347 4.1

Ⅵ　特別利益 ※３  40,772 2.0  18,487 0.5

Ⅶ　特別損失 ※４  29,889 1.5  164,702 4.2

税引前中間（当期）純利
益

  34,452 1.7  14,131 0.4

法人税、住民税及び事業
税

  3,266 0.2  6,200 0.2

中間（当期）純利益   31,185 1.5  7,931 0.2
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本
評価・換算差
額等

純資産合計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

株主資本合
計

その他有価証
券評価差額金

資本準備
金

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）

332,730 247,779 14,180 80,000 14,781 108,961 689,470 10,607 700,078

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 146,475 146,475 － － － － 292,950 － 292,950

剰余金の配当 － － － － △4,574 △4,574 △4,574 － △4,574

中間純利益 － － － － 31,185 31,185 31,185 － 31,185

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － △7,590 △7,590

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

146,475 146,475 － － 26,611 26,611 319,561 △7,590 311,970

平成18年12月31日残高
（千円）

479,205 394,254 14,180 80,000 41,392 135,572 1,009,032 3,016 1,012,048

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
評価・換算差
額等

純資産合計

資本金

資本剰余
金

利益剰余金

株主資本合
計

その他有価証
券評価差額金

資本準備
金

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）

332,730 247,779 14,180 100,000 △9,108 105,071 685,581 5,775 691,357

事業年度中の変動額          

別途積立金の取崩 － － － △20,000 20,000 － － － －

剰余金の配当 － － － － △4,042 △4,042 △4,042 － △4,042

当期純利益 － － － － 7,931 7,931 7,931 － 7,931

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － 4,831 4,831

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △20,000 23,889 3,889 3,889 4,831 8,720

平成18年６月30日残高
（千円）

332,730 247,779 14,180 80,000 14,781 108,961 689,470 10,607 700,078
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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）

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）

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  34,452 14,131

２　減価償却費  111,598 242,153

３　賞与引当金の減少額  △990 △290

４　退職給付引当金の増加額  821 3,108

５　受取利息及び受取配当金  △1,144 △2,559

６　支払利息  15,254 33,025

７　株式交付費  6,410 －

８　株式公開費用  11,808 －

９　投資有価証券売却益  △10,702 △4

10　投資有価証券売却損  57 －

11　固定資産除却損  29,825 68,101

12　売上債権の減少額（△増加額）  △4 32

13　たな卸資産の減少額（△増加額）  △12,332 2,654

14　仕入債務の増加額  38,811 66

15　未払金の増加額  4,571 2,344

16　未払費用の増加額  26,126 20,080

17　その他  △36,821 82,426

小計  217,745 465,272

18　利息及び配当金の受取額  200 399

19  利息の支払額  △12,958 △32,083

20  法人税等の支払額  △6,125 △5,692

営業活動によるキャッシュ・フロー  198,862 427,895
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の純増減額  △15,004 61,009

２　有形固定資産の取得による支出  △158,356 △564,900

３　投資有価証券の売却による収入  23,733 6

４　敷金・保証金の支払による支出  △12,650 △37,579

５　貸付金の回収による収入  11,719 23,634

６　その他  △2,420 △1,748

投資活動によるキャッシュ・フロー  △152,978 △519,578

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　長期借入れによる収入  300,000 700,000

２　長期借入金の返済による支出  △241,610 △594,300

３　設備未払金の支払による支出  △8,073 △20,544

４　社債の償還による支出  △50,000 △50,000

５　株式の発行による収入  286,539 －

６　株式公開費用の支払額  △11,808 －

７　配当金の支払額  △4,574 △4,042

財務活動によるキャッシュ・フロー  270,473 31,113

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  316,357 △60,569

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  196,180 256,749

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 512,537 196,180
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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
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

 その他有価証券

 時価のあるもの

　中間決算期末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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末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）

(2）たな卸資産

    店舗食材

      最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

店舗食材

　同左

    原材料

 　   最終仕入原価法による原価法

原材料

　同左

    仕込品

 　   最終仕入原価法による原価法

仕込品

　同左

    貯蔵品

      最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

(1）有形固定資産

　同左

 

　

建物 15年～31年

工具、器具及び備品 ６年～10年

 

(2）無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

(2）無形固定資産

  同左

 

(3）長期前払費用

　　 効果の及ぶ期間にわたり均等償却を

　 行っております。

(3）長期前払費用

　同左

 

(4）賃貸不動産

  定率法によっております。

　ただし、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。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

(4）賃貸不動産

　同左

 

　

建物 15年～31年

工具、器具及び備品 ６年～10年
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項目
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）

３．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

  支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）

――――――

 

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、当中

間会計期間に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(1）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき、当中

間会計期間に発生していると認められる

額を計上しております。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき計上し

ております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から在

任している役員に対する制度廃止日時点

までの期間に対応した支給予定額を計上

しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当中間会計期間の

新たな繰入額はありません。

(3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金制度適用期間中から在

任している役員に対する制度廃止日時点

までの期間に対応した支給予定額を計上

しております。

　なお、当制度は平成17年６月30日を

もって廃止しており、当事業年度の新た

な繰入額はありません。

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

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な現金及び

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

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　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

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　固定資産の減損に係る会計基準

　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。

　これにより営業利益は324千円増加し、経常利益は771

千円増加し、税引前当期純利益は43,141千円減少してお

ります。なお、減損損失累計額については、改正後の財

務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。

 

 

２　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700,078千円

であります。

　なお、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されております。

 

 

３　役員賞与に関する会計基準

　役員賞与については、従来は利益処分により未処分利

益の減少として会計処理しておりましたが、当事業年度

から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用し、発生時に費用処理す

ることとしております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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

 1,297,444千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,248,822千円

 　　　投資その他の資産の減価償却累計額

 182,280千円

 　　　投資その他の資産の減価償却累計額

 149,037千円

※２　担保資産 ※２　担保資産

　　　担保に供している資産 　　　担保に供している資産

　建　　物 81,081千円 

  土　　地 455,162千円 

 合　計 536,244千円 

  建　　物 83,813千円 

  土　　地 455,162千円 

 合　計 538,976千円 

 　　 上記に対応する債務  　　 上記に対応する債務

一年以内返済予定の

長期借入金

222,457千円 

長期借入金 389,507千円 

 合　計 611,964千円 

一年以内返済予定の

長期借入金

265,479千円 

長期借入金 252,321千円 

 合　計 517,800千円 

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の上、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

───────

 

（中間損益計算書関係）

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）

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 ※１　営業外収益のうち主要なもの

　賃貸不動産収入 28,082千円 　賃貸不動産収入 48,840千円 

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

　支払利息 12,712千円 

　賃貸不動産費用 26,323千円 

　株式公開費用 11,808千円 

　支払利息 28,078千円 

　賃貸不動産費用 52,029千円 

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

　投資有価証券売却益 10,702千円 

　固定資産税還付金 6,543千円 

　保険金収入 23,527千円 

　投資有価証券売却益 4千円 

　固定資産受贈益 18,482千円 

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 29,831千円 固定資産除却損 70,324千円 

退店損失 50,464千円 

　減損損失 43,913千円 

５　減価償却実施額

有形固定資産 104,162千円 

無形固定資産 28千円 

投資その他の資産 6,786千円 

５　減価償却実施額

有形固定資産 225,754千円 

無形固定資産 57千円 

投資その他の資産 15,112千円 

－ 19 －



（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 区分
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） 457,400 707,400 － 1,164,800

合計 457,400 707,400 － 1,164,800

(注)　普通株式の発行済株式数の増加707,400株は、株式分割による増加457,400株、公募増資による増加250,000株であ

ります。

２．新株予約権に関する事項　　

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額

基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式 4,574  １株につき10円 平成18年６月30日 平成18年９月25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中間期末後となるもの　

 該当事項はありません。

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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 区分
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 457,400 － － 457,400

計 457,400 － － 457,400

２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － －
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 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 4,042

 旧株１株につき10円

 新株１株につき２円91銭
平成17年６月30日 平成17年９月26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
配当の原
資 

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式

利益剰

余金
4,574  １株につき10円 平成18年６月30日 平成18年９月25日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金 540,543千円

預入期間３か月超の定期預金 △28,006千円

現金及び現金同等物 512,537千円

現金及び預金 209,181千円

預入期間３か月超の定期預金 △13,001千円

現金及び現金同等物 196,180千円
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（リース取引関係）

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）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
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）

機械及び装置 59,187 38,802 20,384

工具、器具及
び備品

128,099 66,725 61,373

合計 187,286 105,528 81,758

 
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）

機械及び装置 58,355 48,262 10,093

工具、器具及
び備品

144,109 64,281 79,828

合計 202,465 112,543 89,921

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。    

②　未経過リース料中間期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

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年以内 26,174千円

１年超 55,583千円

合　計 81,758千円

１年以内 32,427千円

１年超 57,493千円

合　計 89,921千円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中

間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価

償却費相当額及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額及び減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 18,082千円

減価償却費相当額 18,082千円

支払リース料 29,771千円

減価償却費相当額 29,771千円

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

（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。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

当中間会計期間末（平成18年12月31日現在）

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）

(1）株式 5,044 10,122 5,077

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 5,044 10,122 5,077

 （注）１　減損処理を行った有価証券については、減損後の価額を取得原価としております。

２　減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。

前事業年度末（平成18年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 18,133 35,990 17,857

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 18,133 35,990 17,857

 （注）１　減損処理を行った有価証券については、減損後の価額を取得原価としております。

２　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。

（デリバティブ取引関係）

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）

　　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

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）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

  平成17年12月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役４名

当社従業員73名

ストック・オプション数 普通株式　　45,000株

付与日 平成17年12月20日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問も

しくは従業員の地位を有しているものとします。ただし、当社の取締役・監査役が任期

満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではあ

りません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間  平成19年９月23日から平成22年３月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

   平成17年12月ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  －

付与  45,000

失効  950

権利確定  －

未確定残  44,050

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

②　単価情報

   平成17年12月ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,800

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） －

(注)　権利行使価格は１株当たりの払込金額を記載しております。
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（持分法損益等）

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）

　該当事項はありません。

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）

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 868円　86銭

１株当たり中間純利益金額 33円　59銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額

 

　33円　50銭 

１株当たり純資産額 1,530円55銭

１株当たり当期純利益金額 17円34銭

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上場であり

期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

　当社は、平成18年９月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　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。

 

前事業年度

１株当たり純資産額 765円　27銭

１株当たり当期純利益金額 8円　67銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在しますが、当社株式は非上

場であり期中平均株価が把握できないため記載してお

りません。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額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。

項目 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 31,185 7,931

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 31,185 7,931

期中平均株式数（株） 928,386 457,400

   

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） 2,373 －

（うち新株予約権）  (2,373)  (－)

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

 － 新株予約権１種類（新株予約権

の数44,050個）。
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（重要な後発事象）

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）

 ─────────── 　平成18年７月31日開催の臨時取締役会において、平成18

年９月１日付をもって、当社の普通株式１株を２株に分割

することを決議いたしました。

 

 

１．分割により増加する株式数

普通株式とし、平成18年８月31日現在の発行済株式数

に１を乗じた株式数。

 

 

２．分割の方法

平成18年８月31日の最終の株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を、１株につき２株の割合を

もって分割する。

 

 

３．配当起算日

平成18年７月１日

 

 

４．発行可能株式総数の増加

平成18年９月１日付をもって当社定款を変更し、発行

可能株式総数を1,820,000株増加し3,640,000株とする。

 ５．その他、この株式の分割に必要な一切の事項は、今後、

取締役会において決定する。

 ６．なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前期における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

 前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

755.74円 765.27円

１株当たり当期純損失金
額

１株当たり当期純利益金
額

14.11円 8.67円

　潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在
しないため記載しており
ません。

　潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在
しますが、当社株式は非
上場であり期中平均株価
が把握できないため記載
しておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1)　生産実績

　　　当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
 

 

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）

 品目 金額（千円） 金額（千円） 

 チャーシュー細巻き 31,667 69,434

 ギョーザ 18,475 36,805

 カットネギ 14,408 23,722

 白髪ネギ 11,062 13,876

 その他 85,959 152,224

合計 161,574 296,063

　（注）１．上記は名古屋センターにおける生産実績であります。

２．金額は製造原価によって表示しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．その他は、タレ・調味料等であります。

 (2)　仕入実績

　　　当中間会計期間における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
 

 

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）

品目 金額（千円） 金額（千円）

 麺類 59,392 113,007

 精米類 41,242 81,259

 肉類 31,929 59,604

 酒・ドリンク類 32,755 57,375

 野菜類 28,179 52,868

 スープ類 24,436 40,936

 その他 378,156 662,734

合計 596,091 1,067,786

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、タレ・調味料等であります。
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 (3)　販売実績

　　　当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
 

 

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）

事業部門 金額（千円） 金額（千円）

 クイックサービス部門 1,228,268 2,379,763

 ファミリーサービス部門 728,670 1,262,597

 カジュアルサービス部門 85,079 258,239

 その他 5,721 4,027

合計 2,047,740 3,904,627

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、食材売上であります。
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