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（百万円未満切捨て） 
１．19 年 3 月中間期の業績（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 
(1)経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

28,048    16.3 
24,126    16.5 

1,430    11.7
1,280    44.1

1,492    12.8 
1,323    46.2 

 504    73.6
290  △26.0

18 年 9 月期 51,098     －  2,598     － 2,694     －  883     － 
 

 
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

  円 銭 円 銭

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

94.66 
54.67 

94.26
54.34

18 年 9 月期 165.84 164.92
(参考) 持分法投資損益 19年 3月中間期  －百万円  18年 3月中間期  －百万円  18年 9月期  －百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

15,471 
14,235 

9,847
8,878

63.6 
62.4 

1,845.64
1,666.65

18 年 9 月期 15,346 9,475 61.8 1,777.20
(参考) 自己資本  19 年 3 月中間期  9,847 百万円  18 年 3 月中間期   －百万円  18 年 9 月期  9,475 百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 3 月中間期 
18 年 3 月中間期 

1,308 
1,683 

△1,178
△675

△213 
△353 

4,106
3,496

18 年 9 月期 3,338 △1,498 △492 4,190

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

18 年 9 月期 －    25.00 25.00

19 年 9 月期 －  

19 年 9 月期（予想）  35.00 35.00

 
３．19 年 9 月期の業績予想（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円     ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円     ％ 円 銭

通 期 56,544  10.7 2,736   5.3 2,852   5.9 1,256  42.3 235.47

  



 
４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   有 

〔(注)詳細は、19 ページ「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」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年 3 月中間期 5,335,500 株 18 年 3 月中間期 5,327,400 株 18 年 9 月期 5,331,600 株 

②期末自己株式数          19 年 3 月中間期        67 株 18 年 3 月中間期        67 株 18 年 9 月期        67 株 

  
(注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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 3～4 ページを参照して下さい。 
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１.経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

ａ．当中間期の経営成績 

当中間会計期間のわが国経済は、景気については穏やかな安定成長軌道を維持する中、出遅

れていた個人消費は持ち直しの兆しがあるとの見方がある一方で、今後もおおむね横這いで推

移していくとの見方もあり、依然として個人消費に力強さが欠ける状況と判断されます。 

このような経済情勢において、外食業界の全般状況は、消費者の「外食離れ」に歯止めがか

からない中にあって、一人回転すし業界が総じて前年の既存店売上高を大きく上回る状況で推

移しました。 

この状況のもとで、この当中間会計期間において当社は、全社目標に掲げた「お客さま来店

数３％アップ」の実現に向けて取組んでまいりました。その具体的施策として、毎月度「本ま

ぐろフェア」・｢本ずわい蟹フェア｣などの販売促進策を随時実施いたしました。特に品質の高

いトロ食材を、一皿 105 円（税込み）でふんだんにお客さまに提供できたことは、業界の注目

するところとなりました。また、「数の子松前漬け」・「焼き蟹」など新商品を開発し、豊富な

メニューラインを一層充実させ、お客さまの多様なニーズにお応えする創意工夫をいたしまし

た。この結果、既存店売上高伸長率は 11 月度から急伸し、とりわけ重点課題に掲げたお客さ

ま来店数は、前年水準を大きく上回る状況で推移しました。この要因は、他社の追随を許さぬ

「調達力」と「商品力」に基づく高い品質と豊富な数量を背景とした効果的な「販売促進策の

継続実施」並びに「新メニュー開発・ラインアップ」が、より多くのお客さまの来店への誘因

になったものと確信しております。 

出退店につきましては、首都圏５店舗、中部圏５店舗、近畿圏３店舗、中国・四国圏１店舗、

の合計 14 店舗を出店いたしました。また、首都圏で２店舗の退店を実施しました結果、当中

間会計期間末における店舗数は、すべて直営で 203 店舗となりました。 

以上の結果、当中間会計期間の業績は、利益面では第１四半期に実施した販売促進策で、比

較的原価の高い食材を戦略的に投入したこともあり、当中間会計期間の原価率は若干高め基調

となりましたが、既存店売上高の大幅な増収効果による利益寄与が大きく、売上高 280 億 48

百万円(前年同期比 16.3％増)、営業利益 14 億 30 百万円(同 11.7％増)、経常利益 14 億 92 百

万円(同 12.8％増)、中間純利益５億４百万円(同 73.6％増)となりました。 

 

ｂ．通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、景気は今後も穏やかな安定成長の軌道を維持していくものの、

個人消費はまだまだ力強さに欠ける状況が続くものと想定されます。 

このような情勢認識のもとで、当社は当初の方針通り、引き続き「既存店強化」・「お客さま

来店数アップ」を重点課題に、当社の強み・競争優位の源泉である「調達力」・「商品力」に加

え、漸次導入を進めております「すし総合管理システム」の第三進化バージョンである「自動

供給指示システム」の本格活用によって、販売機会ロスの減少と客席回転率の向上、廃棄ロス

の削減などを通じて、一層の効率経営・収益拡大に取組んでいく所存であります。 

以上により、通期の業績見通しとしては、当中間期の業績改善を踏まえ、売上高 565 億 44

百万円(前年同期比 10.7％増)、営業利益 27 億 36 百万円(同 5.3％増)、経常利益 28 億 52 百万

円(同 5.9％増)、当期純利益 12 億 56 百万円(同 42.3％増)の期初計画が実現できるものと想定

しております。 

なお、通期の出退店は、30 店舗以上の出店確保と６店舗の退店を実施する予定であります。 

(注) ｢2.  配当の状況 １株当たり配当金｣、｢3.  19 年 9 月期の業績予想 １株当たり当期純利益｣につきまして

は、以下の事項をご承知おきください。 
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   ・平成 19 年 9月期期末配当(予想)並びに年間配当(予想)を１株当たり 20 円 00 銭より 35 円 00 銭に修正し

ております。 

・平成 18 年 11 月 22 日に公表しました当初の業績予想と変更はありません。 

・当中間会計期間における新株予約権(ストックオプション)の行使による 3,900 株を考慮した株式数に基づ

いて１株当たり当期純利益を算定しております。 

なお、当該新株予約権の行使による株式の増加を考慮せず算定した場合の１株当たり当期純利益は 235

円 64 銭となります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

ａ．資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末における総資産額は 154 億 71 百万円（前年同期比 12 億 35 百万円増）、

負債合計は 56 億 23 百万円（同２億 66 百万円増）となりました。なお、純資産合計は前中間

会計期間末資本の部合計に比べて９億 68 百万円増加し、98 億 47 百万円となりました。 
 

ｂ．当中間会計期間の各キャッシュ・フローの状況   

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、前中間会計期間末

より６億 10 百万円増加の 41 億６百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それ

らの要因は以下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 13 億８百万円（前年同期比 22.3％

減）となりました。これは、主に税引前中間純利益９億 73 百万円、減価償却費５億 82 百万円

及び減損損失４億４百万円に加え、敷金保証金の家賃相殺額が 74 百万円、敷金保証金の解約

損 62 百万円の増加となり、一方で法人税等の支払額が８億 88 百万円の資金の減少等によるも

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 11 億 78 百万円（前年同期比 74.4％

増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出７億 83 百万円、敷金保証金の

差入れによる支出２億 92 百万円、投資有価証券の取得による支出１億 16 百万円であります。 

 

   （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使用した資金は２億 13 百万円（前年同期比 39.6％

減）となりました。これは支払配当金１億 33 百万円、長期借入金の返済 84 百万円の支出であ

ります。 

 
 なお、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 16 年 9月期 平成 17 年 9月 平成 18 年 3月期

中間期 

平成 18 年 9月期 

 

平成 19 年 3月期

中間期 

株主資本比率（％）      53.7     62.6 62.4 61.8 63.6 

時価ベースの株主資本比率（％） 146.9 107.5 142.2 116.7 142.4 

債務償還年数（年） 0.5 0.3 － 0.1 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 101.0 143.9 443.0 443.3 931.7 

      （注） 株主資本比率：株主資本／総資産 
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時価ベースの株主資本比率：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(中間期は記載しておりません。) 

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．各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

               2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（株式時価総額は、自己株式

を除く発行済株式をベースに計算しております。）により算出しております。 

              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・フロー計算書の支払額を使用しております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

    利益配分につきましては、必要な内部留保を確保し経営基盤の強化を図りながら、現在及び将来

に亘っての「安定配当の維持」を基本に、業績に見合った配当を加味して、配当額を決定していくこ

とを基本方針にしております。 

     また、内部留保資金につきましては、新規出店に係る設備投資及び既存店の改装費のほか、今

後の新規事業探索、人材育成への投資、また今後の経営環境の変化への対応などの資金として活

用してまいります。 

なお、当社は配当に関しては年 1 回の支払いを基準に考えており、当中間会計期間における剰余

金の配当は実施いたしません。当期末における剰余金の配当は、1 株につき 35 円 00 銭を予定して

おります。 

   (配当政策) 

当社は今回、利益配分に関する基本方針を、株主の皆様に、より一層の利益還元をはかり、ま

た、よりわかりやすくするため、以下のとおり改定いたします。 

配当に関する具体的な基準並びに目標値を「配当性向」に置き、現在の配当性向の維持・段階

的引上げを行ない、将来的には 20％以上を目標とすることにいたしました。 

従いまして、この方針に基づき、当期の１株当たりの年間配当予想は、前期の配当性向 15％ 

をベースに従来の 20 円 00 銭から 35 円 00 銭に修正いたします。 

 

２.事業の内容 
  最近の有価証券報告書（平成 18 年 12 月 25 日提出）における「３【事業の内容】事業系統図」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 
 
３.関係会社の状況 

  主要株主に平成 19 年３月 23 日付で異動があり、株式会社ゼンショーは新たに当社の関係会社とな

りました。                     

                         平成 19 年３月 31 日現在 

名   称 住  所 
資 本 金  

（千円） 
主要な事業内容

議決権の被所有

割合（％） 
関 係 内 容 

（その他の関係会社） 

株式会社ゼンショー 
東京都港区 10,089,805 外食事業 27.21 

当社の大株主順

位第１位 

(注) 有価証券報告書を提出しております。 
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４.経営方針 

(1)経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)対処すべき課題 

  平成 18 年９月期決算短信（平成 18 年 11 月 22 日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略しております。 
  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
  （当社のホームページ） 

http://www.akindo-sushiro.co.jp/html/ir/library.html 
（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/tseHpFront/HPLCDS0301.do 
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４．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18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年９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  3,631,075 4,221,273 4,305,204 

２．たな卸資産  411,824 383,502 419,421 

３．繰延税金資産  158,424 188,903 200,363 

４．その他  538,668 594,553 618,414 

流動資産合計   4,739,992 33.3 5,388,232 34.8  5,543,403 36.1

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ※１   

１．建物  4,311,102 4,316,721 4,542,784 

２．土地  189,111 39,532 48,140 

３．その他  1,225,314 1,343,407 1,267,566 

有形固定資産合計  5,725,527 5,699,661 5,858,491 

(2)無形固定資産  111,006 102,071 109,035 

(3)投資その他の資産    

１．敷金保証金  3,442,248 3,604,886 3,640,469 

２．繰延税金資産  184,350 431,769 230,908 

３．その他  65,984 347,615 34,847 

４．貸倒引当金  △33,245 △103,100 △70,200 

投資その他の資産
合計 

 3,659,338 4,281,171 3,836,025 

固定資産合計   9,495,872 66.7 10,082,905 65.2  9,803,551 63.9

資産合計   14,235,864 100.0 15,471,137 100.0  15,346,955 100.0

    

 

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

  
前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年９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  2,309,387 2,307,035 2,281,751 

２．１年以内償還予定
社債 

 20,000 － － 

３．１年以内返済予定
長期借入金 

 187,086 114,928 159,792 

４．未払金  1,439,980 1,720,943 1,560,250 

５．未払法人税等  690,187 709,895 937,967 

６．賞与引当金  184,300 261,539 261,548 

７．その他 ※２ 222,807 256,044 374,797 

流動負債合計   5,053,748 35.5 5,370,386 34.7  5,576,105 36.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債  20,000 － － 

２．長期借入金  189,928 75,000 114,312 

３．役員退職慰労引当
金 

 18,650 10,692 20,927 

４．その他  74,760 167,793 160,425 

固定負債合計   303,338 2.1 253,486 1.7  295,664 1.9

負債合計   5,357,086 37.6 5,623,873 36.4  5,871,770 38.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,552,500 10.9 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,695,780 － － 

資本剰余金合計   1,695,780 11.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  5,000 － － 

２．任意積立金  4,979,036 － － 

３．中間（当期）未処
分利益 

 646,669 － － 

利益剰余金合計   5,630,705 39.6 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △207 0.0 － －  － －

資本合計   8,878,778 62.4 － －  － －

負債・資本合計   14,235,864 100.0 － －  － －

    

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

  
前中間会計期間末 

（平成18年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年９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   － － 1,556,550 10.1  1,554,600 10.1

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 1,699,830 1,697,880 

資本剰余金合計   － － 1,699,830 11.0  1,697,880 11.1

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 5,000 5,000 

(2)その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 5,979,036 4,979,036 

繰越利益剰余金  － 610,392 1,238,876 

利益剰余金合計   － － 6,594,428 42.6  6,222,912 40.6

４．自己株式   － － △207 △0.0  △207 △0.0

株主資本合計   － － 9,850,601 63.7  9,475,184 61.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － △3,337 △0.1  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － △3,337 △0.1  － －

純資産合計   － － 9,847,264 63.6  9,475,184 61.8

負債純資産合計   － － 15,471,137 100.0  15,346,955 100.0

    

 

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

(2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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   24,126,533 100.0 28,048,701 100.0  51,098,148 100.0

Ⅱ 売上原価   12,328,582 51.1 14,607,334 52.1  26,262,586 51.4

売上総利益   11,797,950 48.9 13,441,366 47.9  24,835,562 48.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  10,517,243 43.6 12,010,645 42.8  22,237,333 43.5

営業利益   1,280,707 5.3 1,430,721 5.1  2,598,229 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※２  78,135 0.3 68,577 0.2  174,462 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※３  35,452 0.1 6,373 0.0  78,375 0.1

経常利益   1,323,391 5.5 1,492,924 5.3  2,694,317 5.3

Ⅵ 特別利益   10,000 0.0 26,602 0.1  10,000 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

 557,613 2.3 545,833 1.9  662,887 1.3

 税引前中間（当
期）純利益  

 775,777 3.2 973,694 3.5  2,041,429 4.0

法人税、住民税及
び事業税 

 634,924 656,000 1,252,208 

過年度法人税、住
民税及び事業税 

 － － 144,658 

法人税等調整額  △150,011 484,913 2.0 △187,111 468,889 1.7 △238,508 1,158,358 2.3

中間（当期）純利
益 

  290,864 1.2 504,805 1.8  883,071 1.7

前期繰越利益   355,804 －  －

中間（当期）未処
分利益 

  646,669 －  －

    

 

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

(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10月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 
利  益 

準備金 
別途積立金

繰越利益  

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己  

株式
株主資本合計

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算

差額等合計 

純資産合計

平成18年９月30日 

残高（千円） 
1,554,600 1,697,880 5,000 4,979,036 1,238,876 6,222,912 △207 9,475,184 － － 9,475,184

中間会計期間中の 

変動額 
     

新株の発行 1,950 1,950 － － － － － 3,900 － － 3,900

剰余金の配当 

（注） 
－ － － － △133,288 △133,288 － △133,288 － － △133,288

別途積立金の積立

（注） 
－ － － 1,000,000 △1,000,000 － － － － － －

中間純利益 － － － － 504,805 504,805 － 504,805 － － 504,805

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

－ － － － － － － － △3,337 △3,337 △3,337

中間会計期間中の 

変動額合計（千円） 
1,950 1,950 － 1,000,000 △628,483 371,516 － 375,416 △3,337 △3,337 372,079

平成19年３月31日  

残高（千円） 
1,556,550 1,699,830 5,000 5,979,036 610,392 6,594,428 △207 9,850,601 △3,337 △3,337 9,847,264

（注）平成18年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 別途積立金

繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

自己 
株式 

株主資本
合計 

純資産合計

平成17年９月30日 残高（千円） 1,546,050 1,689,330 5,000 4,079,036 1,377,093 5,461,129 △207 8,696,302 8,696,302

事業年度中の変動額    

新株の発行（千円） 8,550 8,550 － － － － － 17,100 17,100

剰余金の配当（千円）  
（注） 

－ － － － △106,288 △106,288 － △106,288 △106,288

役員賞与（千円）    
（注） 

－ － － － △15,000 △15,000 － △15,000 △15,000

別途積立金の積立（千円）
（注） 

－ － － 900,000 △900,000 － － － －

当期純利益（千円） － － － － 883,071 883,071 － 883,071 883,071

事業年度中の変動額合計（千円） 8,550 8,550 － 900,000 △138,217 761,782 － 778,882 778,882

平成18年９月30日 残高（千円） 1,554,600 1,697,880 5,000 4,979,036 1,238,876 6,222,912 △207 9,475,184 9,475,184

（注） 平成17年12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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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

(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10月１日 
至 平成18年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（自 平成17年10月１日 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

至 平成18年９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 

 775,777 973,694 2,041,429 

減価償却費（長期前
払費用償却を含む）

 427,477 582,978 899,184 

減損損失  458,898 404,489 459,887 

貸倒引当金の増加額  33,245 32,900 70,200 

賞与引当金の増減額  △53,500 △9 23,748 

役員賞与引当金の増
減額 

 － △7,900 7,900 

役員退職慰労引当金
の増減額 

 △1,900 △10,234 377 

長期総合保険解約損
益 

 1,706 － 1,706 

受取利息及び受取配
当金 

 △3 △12,877 △45 

支払利息及び社債利
息 

 3,556 1,492 7,329 

敷金保証金の家賃相
殺額 

 66,146 74,304 135,337 

敷金保証金の解約損  58,440 62,564 99,085 

固定資産売却損益  △1,053 742 △1,286 

固定資産除却損  739 1,273 1,948 

たな卸資産の増減額  △9,069 35,918 △16,665 

その他の流動資産の
増減額 

 29,842 13,278 △50,006 

仕入債務の増加額  329,879 25,284 302,243 

その他の流動負債の
増加額 

 112,072 58,609 382,435 

その他の固定負債の
増減額 

 3,468 △13,039 88,083 

役員賞与の支払額  △15,000 － △15,000 

その他  △1,465 △26,602 △265 

小計  2,219,259 2,196,868 4,437,627 

 

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３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10月１日 
至 平成18年９月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受
取額 

 3 764 45 

利息の支払額  △3,800 △1,404 △7,532 

法人税等の支払額  △532,127 △888,073 △1,091,288 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,683,334 1,308,154 3,338,851 

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 

 △35,000 △15,000 △150,000 

定期預金の払戻によ
る収入 

 35,000 15,000 170,000 

有形固定資産の取得
による支出 

 △500,563 △783,987 △1,177,831 

有形固定資産の売却
による収入 

 7,631 9,138 147,633 

無形固定資産の取得
による支出 

 △3,201 △8,705 △16,826 

投資有価証券の取得
による支出 

 － △116,227 － 

敷金保証金の差入に
よる支出 

 △223,836 △292,259 △522,213 

敷金保証金の返戻に
よる収入 

 7,320 13,519 13,912 

保険積立金の積立に
よる支出 

 △682 － △682 

保険積立金の払戻等
による収入 

 37,688 － 37,688 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △675,643 △1,178,521 △1,498,320 

 

－  － 
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株あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３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10月１日 
至 平成18年９月30日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

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 

 △179,063 △84,176 △981,973 

社債の償還による支
出 

 △80,000 － △120,000 

株式の発行による収
入 

 12,900 3,900 17,100 

長期未払金の返済に
よる支出 

 △929 － △929 

配当金の支払額  △106,288 △133,288 △106,288 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △353,381 △213,564 △492,091 

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
増減額 

 654,309 △83,931 1,348,439 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,841,765 4,190,204 2,841,765 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 3,496,075 4,106,273 4,190,204 

     

 

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

中間財務諸表作成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10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

─── (1)有価証券 ─── １．資産の評価基準及び評価

方法  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。 

 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 食材 食材 食材 

  総平均法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法

を採用しております。 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 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

とおりであります。 

建物     ８年～31年 

工具器具備品 ５年～10年 

─── 

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

とおりであります。 

建物     ８年～31年 

工具器具備品 ５年～10年 

 （耐用年数の変更） 

   従来、事業用定期借地権が設

定されている借地上の建物につ

いては、当該契約満了時に更地

にて返還する契約となっている

ものの期間満了時に定期借地権

を再設定する可能性があるこ

と、実際の物理的使用可能期間

は契約期間より長いと考えられ

るため法人税法に規定する耐用

年数により減価償却を行ってき

ましたが、最近になって退店時

に契約どおり更地にて返還した

例が発生したことから、事業用

定期借地権設定による出店が急

速に増加する傾向にあることを

踏まえ、当中間会計期間より当

該契約期間による耐用年数を採

用することにしました。更に当

該契約期間満了時の処分可能額

は、ゼロもしくは処分費用がか

かることから残存価額を取得価

額の10%から0%に変更いたしま

した。 

   これにより従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利益及

び経常利益がそれぞれ22,786千

円減少し、過年度影響額を特別

損失に計上したために、税引前

中間純利益が140,937千円、中

間純利益が83,576千円それぞれ

減少しております。 

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

とおりであります。 

建物     ８年～31年 

工具器具備品 ５年～10年 

─── 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 

 

 

 

 

 

定額法  

  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）に基づいて

おります。 

同左 同左 

 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

  定額法 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額を計上しております。 

(3)       ─── 

同左 

 

 

(3)       ─── 

 

同左 

 

 

(3)役員賞与引当金 

   役員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

 （会計方針の変更） 

  当事業年度より、「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）

を適用しております。 

  この結果、販売費及び一般管

理費が7,900千円増加し、営業利

益、経常利益、税引前当期純利

益及び当期純利益がそれぞれ同

額減少しております。 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、取締役並びに監査役

退職慰労金規程に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。 

同左   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、取締役並びに監査役

退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４．リース取引の処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

同左 同左 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)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

スワップ取引について、特例処

理を採用しております。 

─── 特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引について、特例処

理を採用しております。 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金 

─── ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

 

 相場変動リスク及びキャッ

シュ・フロー変動リスクを回避

する目的で、デリバティブ取引

を利用しております。 

─── 相場変動リスク及びキャッ

シュ・フロー変動リスクを回避

する目的で、デリバティブ取引

を利用しております。 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

 

金利スワップについては、特例

処理の要件に該当すると判定さ

れるため、当該判定をもって有

効性の判定に代えております。

─── 金利スワップについては、特例

処理の要件に該当すると判定さ

れるため、当該判定をもって有

効性の判定に代えております。

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

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。 

同左 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 

 税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

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10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

(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。 

  これにより税引前中間純利益は458,898

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

後の中間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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─── 

─── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （受取賃貸料、賃貸原価の表示区分の変

更） 

  従来、店舗物件の転貸に伴う受取賃貸料

並びに賃貸原価は、それぞれ営業外収益、

営業外費用に計上しておりました。しか 

し、転貸する目的は、当社が出店する物件

のうち当社が使用しない部分がある場合に

物件単位での採算を上げるためにその部分

の地代家賃等の補填をしてもらうためであ

り、その取引実態をより明確に表示するた

めに、大規模な転貸物件が生じたことを契

機として、賃貸原価は販売費及び一般管理

費に、受取賃貸料は販売費及び一般管理費

から控除する処理に当中間会計期間から変

更しております。この変更により、営業利

益が6,551千円減少しております。経常利 

益、税引前中間純利益及び中間純利益に与

える影響はありません。 

(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。 

これにより税引前当期純利益が459,887千

円、当期純利益が312,207千円それぞれ減少

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。 

（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9,475,184千円であります。 

 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10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

  前中間会計期間まで投資その他の資産の「繰延税金資産」は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が増

加したため、区分掲記することに変更いたしました。なお、前中

間会計期間における投資その他の資産の「繰延税金資産」は

30,600千円であります。 

─── 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

─── 

 

 

 

 

(建設協力金) 

  建設協力金は、前事業年度まで現在価値に

割り引かないで取得原価で敷金保証金に計上

しておりましたが、近年、新規出店が急速に

増加し、今後も増加することが予想されるこ

とにより建設協力金も増加することが予想さ

れるため、当中間会計期間より現在価値に割

り引いて計上しております。この結果、従来

の方法によった場合と比較して、投資その他

の資産の敷金保証金が209,565千円減少し、

その他が同額増加しております。また、営業

利益が6,953千円減少し、経常利益が5,159千

円増加し、過年度影響額を特別利益に計上し

たために、税引前中間純利益が31,762千円、

中間純利益が18,835千円それぞれ増加してお

ります。 

─── 

 

 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年３月31日） 

前事業年度末 
（平成18年９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 

3,047,728千円 3,782,271千円 3,386,512千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．          ─── 

 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。 

同左  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 
 

有形固定資産 403,849千円 

無形固定資産 14,832 
  

 
有形固定資産 553,733千円

無形固定資産 14,526 
  

 
有形固定資産 852,904千円

無形固定資産 30,185 
  

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 3千円 

自動販売機収入 30,482 

受取賃貸料 29,406 

開店協賛金 10,276 
  

 
受取利息 12,877千円

自動販売機収入 32,072 

開店協賛金 11,066 
  

 
受取利息 45千円

自動販売機収入 70,159 

受取賃貸料 61,654 

開店協賛金 19,761 
  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 3,301千円 

社債利息 255 

賃貸原価 28,594 
  

 
支払利息 1,492千円

  

 
支払利息 7,014千円

社債利息 314 

賃貸原価 61,241 
  

※４．特別損失のうち主要なもの 

  減損損失         458,898千円 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

  減損損失         404,489千円

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

  減損損失         459,887千円

※５．減損損失   

  当中間会計期間において，当社は以下の 

資産グループについて減損損失を計上しま

した。 

※５．減損損失   

  当中間会計期間において，当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上しま

した。 

※５．減損損失   

  当事業年度において，当社は以下の 

資産グループについて減損損失を計上しま

した。 
 

地域 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

建物 93,713 

構築物他 23,539 兵庫県 
営業用 
店舗計 
5店 

計 117,253 

建物 85,388 

構築物他 13,386 大阪府 
営業用 
店舗計 
4店 

計 98,775 

  

 

地域 用途 種類 
減損損失
(千円)

建物 52,864

構築物他 15,100東京都
営業用
店舗計
 2店 

計 67,964

建物 17,809

構築物他 2,929埼玉県
営業用
店舗計
 1店 

計 20,738

  

 

地域 用途 種類 
減損損失
(千円)

建物 93,713

構築物他 24,050兵庫県
営業用 
店舗計 
 5店 

計 117,763

建物 85,388

構築物他 13,866大阪府
営業用 
店舗計 
 4店 

計 99,254

  

 

 

 

 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 

地域 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

建物 37,336 

構築物他 8,599 京都府 
営業用 
店舗計 
2店 

計 45,936 

土地 71,455 

建物 18,726 

構築物他 747 
兵庫県 

収用対象
資産 

計 90,928 

土地 36,535 

建物 16,116 大阪府 
遊休資産

等 

計 52,651 

その他 
営業用 
店舗計 
5店 

借地権 37,716 

その他 
本部及び
店舗用 

電話加入
権 

15,636 

合計 458,898 

  

 

地域 用途 種類 
減損損失
(千円)

建物 37,324

構築物他 20,363茨城県
営業用
店舗計
 2店 

計 57,687

建物 20,463

構築物他 8,223静岡県
営業用
店舗計
 1店 

計 28,687

建物 138,068

構築物他 24,494大阪府
営業用
店舗計
 6店 

計 162,562

建物 13,958

構築物他 1,473兵庫県
営業用
店舗計
 2店 

計 15,432

建物 44,235

構築物他 7,180大阪府
摂津セン
ター他

計 51,415

合計 404,489

  

 

地域 用途 種類 
減損損失
(千円)

建物 37,336

構築物他 8,599京都府
営業用 
店舗計 
2店 

計 45,936

土地 71,455

建物 18,726

構築物 747
兵庫県

収用対象
資産 

計 90,928

土地 36,535

建物 16,116大阪府
遊休資産

等 

計 52,651

その他
営業用 
店舗計 
5店 

借地権 37,716

その他
本部及び
店舗用 

電話加入
権 

15,636

合計 459,887
   

 当社は、各店舗を減損損失を把握するグ 

ルーピングの単位としております。 

 ただし、将来の使用が見込まれていない遊 

休資産については個別の資産グループとして 

取り扱っております。 

前事業年度までの過去２年間赤字であり、

今後も黒字化の見通しが立たない店舗、収用

対象資産、遊休資産、処分予定の賃貸マン

ション、換金が見込めない借地権及び電話 

加入権について、当該資産の帳簿価額を回収 

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失 

として特別損失に計上しています。 

回収可能価額は、店舗については使用価値

（将来キャッシュ・フローが見込めないため

評価ゼロ）、収用対象資産については収用買

取証明書、遊休資産等については路線価等を

基にした正味売却価額によっております。 

 当社は、各店舗を減損損失を把握するグ 

ルーピングの単位としております。 

 ただし、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個別の資産グループとして

取り扱っております。 

前事業年度までの過去２年間赤字である、

又は、今後も黒字化の見通しが立たない店舗

等について、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しています。 

回収可能価額については、使用価値（将来

キャッシュ・フローが見込めないため評価ゼ

ロ）により評価しております。 

当社は、各店舗を減損損失を把握するグ 

ルーピングの単位としております。 

 ただし、将来の使用が見込まれていない遊

休資産については個別の資産グループとして

取り扱っております。 

前事業年度までの過去２年間赤字であり、

今後も黒字化の見通しが立たない店舗、収用

対象資産、遊休資産、処分予定の賃貸マン

ション、換金が見込めない借地権及び電話 

加入権について、当該資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しています。 

回収可能価額は、店舗については使用価値

（将来キャッシュ・フローが見込めないため

評価ゼロ）、収用対象資産については収用買

取証明書、遊休資産等については路線価等を

基にした正味売却価額によっております。 

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

（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10月１日 至 平成19年３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 

 
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） 5,331,600 3,900 － 5,335,500 

合計 5,331,600 3,900 － 5,335,500 

自己株式     

普通株式 67 － － 67 

合計 67 － － 67 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,900株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   

新株予約権の内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

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 

当中間会計 
期間末残高  
（千円） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － －

（注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

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（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月22日 
定時株主総会 

普通株式 133,288 25 平成18年９月30日 平成18年12月25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 

       該当事項はありません。 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９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 

 
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） 5,314,500 17,100 － 5,331,600 

合計 5,314,500 17,100 － 5,331,600 

自己株式     

普通株式 67 － － 67 

合計 67 － － 67 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加17,100株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   

新株予約権の内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

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 

当事業年度末
残高（千円）

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － －

（注）会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

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（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月22日 
定時株主総会 

普通株式 106,288 20 平成17年９月30日 平成17年12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12月22日 
定時株主総会 

普通株式 133,288 利益剰余金 25 平成18年９月30日 平成18年12月25日

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

（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10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年９月30日現在）
 
現金及び預金勘定 3,631,075千円 

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△135,000 

現金及び現金同等物 3,496,075 
  

 
現金及び預金勘定 4,221,273千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△115,000 

現金及び現金同等物 4,106,273 
  

 
現金及び預金勘定 4,305,204千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△115,000 

現金及び現金同等物 4,190,204 
  

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９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

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) 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

機械装置 2,094,099 1,055,942 8,144 1,030,012 

工具器具
備品 

1,589,442 713,647 － 875,795 

ソフト
ウェア 

22,597 22,016 － 581 

合計 3,706,140 1,791,606 8,144 1,906,389 

  

 

 
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
(千円)

機械装置 1,612,874 798,782 25,811 788,280

工具器具
備品 

1,872,826 958,120 － 914,705

合計 3,485,700 1,756,903 25,811 1,702,985

  

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
(千円)

機械装置 1,557,670 722,473 5,251 829,945

工具器具
備品 

1,922,067 949,909 － 972,157

合計 3,479,738 1,672,383 5,251 1,802,103

  

（注） 中間貸借対照表では、有形固定資産

「その他」と表示されております

が、金額的な重要性に鑑みてリース

取引関係では科目を別掲していま

す。 

なお、ソフトウェアは中間貸借対照

表では「無形固定資産」に含まれて

います。 

 

（注） 中間貸借対照表では、有形固定資産

「その他」と表示されております

が、金額的な重要性に鑑みてリース

取引関係では科目を別掲していま

す。 

 

（注） 要約貸借対照表では、有形固定資産

「その他」と表示されております

が、金額的な重要性に鑑みてリース

取引関係では科目を別掲していま

す。 

 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内    657,393千円 

１年超 1,273,181千円 

合計 1,930,575千円 

リース資産減損

勘定の残高 
4,614千円 

    

 
１年内 667,250千円

１年超 1,106,221千円

合計 1,773,471千円

リース資産減損

勘定の残高 
19,984千円

    

 
１年内    663,699千円

１年超 1,194,591千円

合計 1,858,290千円

リース資産減損

勘定の残高 
3,150千円

  
   

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 376,498千円 

リース資産減損勘定

の取崩額 
6,315千円 

減価償却費相当額 356,555千円 

支払利息相当額 9,959千円 

減損損失 10,929千円 
  

  
支払リース料 360,499千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
3,726千円

減価償却費相当額 344,642千円

支払利息相当額 10,314千円

減損損失 20,560千円
  

    
支払リース料 743,687千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
7,778千円

減価償却費相当額 702,994千円

支払利息相当額 25,265千円

減損損失 10,929千円
 

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

    前中間会計期間末（平成18年３月31日） 

     該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成19年３月31日） 

     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 116,227 110,600 △5,627 

合計 116,227 110,600 △5,627 

 

前事業年度末（平成18年９月30日） 

     該当事項はありません。 

 

（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 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 当社のデリバティブ取引はすべて

ヘッジ会計が適用されているため記

載しておりません。 

 当社は、デリバティブ取引を全く

利用していないので、該当事項はあ

りません。 

当社のデリバティブ取引はすべて

ヘッジ会計が適用されているため記

載しておりません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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㈱あきんどスシロー（2781）平成19年９月期中間決算短信（非連結） 

 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 同左 同左 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 1,666円65銭 

１株当たり中間純利益
金額 

54円67銭 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

54円34銭 

  

 

１株当たり純資産額 1,845円64銭

１株当たり中間純利益
金額 

94円66銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

94円26銭

  

 

１株当たり純資産額 1,777円20銭

１株当たり当期純利益
金額 

165円84銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

164円92銭

  
（注）１．１株当たり純資産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10月１日
至 平成18年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日
至 平成18年９月30日)

純資産の部の合計額（千円） － 9,847,264 9,475,184 

普通株式に係る期末の純資産の部 

（千円） 
－ 9,847,264 9,475,184 

 期末の普通株式の数（株） － 5,335,433 5,331,533 

   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10月１日
至 平成18年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日
至 平成18年９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） 290,864 504,805 883,071 

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） 

290,864 504,805 883,071 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,319,981 5,332,643 5,324,821 

    

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） 32,987 22,723 29,779 

（うち新株予約権）（株） (32,987) (22,723) (29,779) 

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10月１日 
至 平成18年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 同左 同左 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

－  － 
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６.生産、受注及び販売の状況 

  (1)生産実績 

      該当事項はありません。 

 

(2)仕入実績 

  前中間会計期間及び当中間会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

        （単位：千円未満切捨） 

前中間会計期間  当中間会計期間  

自  平成 17 年 10 月１日  自  平成 18 年 10 月１日  

期  

 

品目 至  平成 18 年３月 31 日 前年同期比(%) 至  平成 19 年３月 31 日 前年同期比(%)

魚 介 類 8,257,162 114.8 9,911,115 120.0 

穀 類 ・ 麺 類 1,904,971 116.6 1,947,864 102.3 

酒 類 ・ 飲 料 782,471 113.6 791,358 101.1 

そ の 他 1,400,772 130.0 1,917,058 136.9 

合 計 12,345,378 116.6 14,567,397 118.0 

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

  (3)受注状況  

     当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を営んでおりますので、受注状況は記載しておりま

せん。 

 

  (4)販売実績 

前中間会計期間及び当中間会計期間の販売実績を事業の品目別に示すと、次のとおりでありま

す。 

        （単位：千円未満切捨） 

前中間会計期間  当中間会計期間  

自  平成 17 年 10 月１日  自  平成 18 年 10 月１日  

期  

 

事業部門 至  平成 18 年３月 31 日 前年同期比(%) 至  平成 19 年３月 31 日 前年同期比(%)

回 転 す し 24,114,471 116.4 28,043,935 116.3 

そ の 他 12,061 － 4,765 39.5 

合 計 24,126,533 116.5 28,048,701 116.3 

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

－ ３０ － 
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