
平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年７月12日

上場会社名　株式会社一六堂 （コード番号：3366　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.ichirokudo.com　）  

問い合わせ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　柚原　洋一

　　　　　　　　責任者役職・氏名　取締役管理本部長　大木　貞宏
ＴＥＬ（03）3510－6116

１．四半期財務諸表の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無　

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与

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

関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく監査法人トー

マツの四半期財務諸表に対する手続きを受けております。

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 1,616 ― 150 ― 157 ― 79 ―

平成19年２月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）平成19年２月期 4,991 ― 378 ― 432 ― 241 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成20年２月期第１四半期 922 04 824 24

平成19年２月期第１四半期 ― ― ― ―

（参考）平成19年２月期 2,791 87 2,406 73

(注)１．期中平均株式数 平成20年２月期第１四半期 86,048株    

 平成19年２月期第１四半期 ―株    

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

(注)３．当社は前第３半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結会計期間の数値及び平成20年２月期第１四半期の

対前年同四半期増減率は記載しておりません。

【連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業における堅調な設備投資の増加等、好景気の要因が引き続き見

られる反面、中小企業の経済指標等に目を転じてみますと景気全体では調整局面を迎えている状況であるといえます。

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

ます増してきております。その中で当社の特長であります「値ごろ感」を消費者に対していかにアピールしていくかが課

題となっております。

　このような状況の下、当社は前連結会計年度の平成18年９月１日に取得した連結子会社運営店舗を加えまして現在、全

46店舗（天地旬鮮　八吉17店舗、五大陸12店舗、その他17店舗、平成19年５月31日現在）を運営しております。当第１四

半期においては、２店舗をリニューアルオープン（平成19年３月13日、五莉　銀座数寄屋橋店及び平成19年４月17日、天

地旬鮮　八吉　新宿二の丸店)いたしました。

　既存店舗の売上高は、ほぼ計画通りに順調に推移しております。また利益についても、前連結会計年度に集中的に実施

いたしました子会社店舗の改装等が一巡し突発費用等の発生が抑えらえたことにより、当第１四半期連結会計期間の経常

利益額は当初予算(143百万円)を超過しております。この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高

は1,616百万円、営業利益は150百万円、経常利益は157百万円、四半期純利益は79百万円となりました。

　今後は出店計画に基づき、無理なく規模を拡大しながら既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするため

に戦略的な営業、人員の採用を引き続き実施していく所存であります。

（注）　当社は、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結会計期間の記載は行っておりません。
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(2）連結財政状態の変動状況 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成20年２月期第１四半期 5,315 2,943 55.4 34,332 17

平成19年２月期第１四半期 ― ― ― ― ―

（参考）平成19年２月期 5,578 2,918 52.3 33,811 92

(注)１．期末発行済株式総数 平成20年２月期第１四半期 86,572株

 平成19年２月期第１四半期 ―株

 (参考)平成19年２月期 86,572株

(注)２．期末自己株式数 平成20年２月期第１四半期 824株

 平成19年２月期第１四半期 ―株

 (参考)平成19年２月期 251株

(注)３．当社は、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結会計期間の数値は記載しておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成20年２月期第１四半期 112 △97 △215 565

平成19年２月期第１四半期 ― ― ― ―

（参考）平成19年２月期 457 △1,241 △506 766

(注)１．当社は、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結会計期間の数値は記載しておりません。

【連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等】

　当第１四半期末における資産の部は5,315百万円、負債の部は2,371百万円、純資産の部は2,943百万円となりました。

　資産の部の主要項目と致しましては店舗のリニューアルオープン等により、有形固定資産が2,468百万円になっておりま

す。また当第２四半期以降にオープンする店舗分の保証金を新たに差入れたこと等により、敷金保証金が1,037百万円と

なっております。また借入金の返済、店舗改装費用の支出等により現金及び預金が615百万円となっております。

　負債の部につきましては、借入金の一部早期前倒し返済を実施したことに加え、割賦未払金の減少により有利子負債(１

年以内返済予定長期借入金、長期借入金、１年以内償還予定社債、社債、割賦未払金及び長期割賦未払金の合計)が174百

万円減少しております。

　純資産の部につきましては、第１四半期純利益の計上により79百万円増加し、自己株式の購入により54百万円減少した

結果、2,943百万円になり、自己資本比率が55.4％となっております。

（注）当社は、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結会計期間の記載は行っておりません。

３．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 3,495 339 177

通期 7,212 722 392

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,583円 02銭

（１株当たり予想当期純利益の計算上使用する株式数は、当第１四半期末発行済株式総数(86,572株)から当第１四半期末自己株式数(824株)を差

し引いた85,748株としております。)

【当期の業績予想に関する定性的情報等】

　当第１四半期は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平成19年４月13日に

公表いたしました業績予想に変更はありません。

（注)上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後

様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。
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四半期連結財務諸表等

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28日) 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   615,329   817,649  

２．売掛金   127,824   88,818  

３．たな卸資産   115,821   97,891  

４．繰延税金資産   14,031   21,545  

５．その他   286,865   331,214  

流動資産合計   1,159,871 21.8  1,357,119 24.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※２       

(1)建物 ※１ 1,596,983  1,602,159  

(2)工具器具及び備品 ※１ 263,753  280,244  

(3)土地 ※１ 577,891  632,891  

(4)その他 29,533  9,453  

有形固定資産合計   2,468,160 46.4  2,524,747 45.3

２．無形固定資産        

(1)連結調整勘定   ―   626,860  

(2)のれん   592,034   ―  

(3)その他   14,403   13,866  

無形固定資産合計   606,438 11.4  640,726 11.5

３．投資その他の資産        

(1)敷金保証金 ※１  1,037,549   1,006,482  

(2)繰延税金資産   1,500   1,300  

(3)その他   42,207   47,874  

投資その他の資産合計   1,081,257 20.4  1,055,657 18.9

固定資産合計   4,155,855 78.2  4,221,131 75.7

資産合計   5,315,727 100.0  5,578,251 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成19年２月28日) 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   126,563   128,200  

２．１年以内償還予定社債  30,000   30,000  

３．１年以内返済予定
長期借入金

※１  368,403   395,789  

４．未払金   231,253   249,936  

５．未払法人税等   59,179   129,701  

６．その他 ※３  135,597   130,074  

流動負債合計   950,997 17.9  1,063,702 19.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債  220,000   225,000  

２．長期借入金 ※１  1,104,618   1,243,828  

３．長期未払金   59,540   90,385  

４．その他   36,656   36,656  

固定負債合計   1,420,814 26.7  1,595,870 28.6

負債合計   2,371,812 44.6  2,659,573 47.7

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,160,631   1,160,631  

２．資本剰余金   1,219,751   1,219,751  

３．利益剰余金   648,037   568,697  

４．自己株式   △84,504   △30,401  

株主資本合計   2,943,915 55.4  2,918,678 52.3

純資産合計   2,943,915 55.4  2,918,678 52.3

負債純資産合計   5,315,727 100.0  5,578,251 100.0

        

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

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

（参考)前連結会計年度の
要約損益計算書 

　(自　平成18年３月１日 
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,616,834 100.0  4,991,701 100.0

Ⅱ　売上原価   422,880 26.2  1,366,397 27.4

売上総利益   1,193,953 73.8  3,625,304 72.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,043,039 64.5  3,247,090 65.0

営業利益   150,913 9.3  378,213 7.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  93   457   

２．受取配当金   －   63   

３．協賛金収入  20,373   95,489   

４．その他  1,215 21,683 1.4 4,858 100,869 2.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息割引料  12,056   44,442   

２．その他  2,584 14,640 0.9 2,530 46,972 1.0

経常利益   157,955 9.8  432,110 8.7

Ⅵ　特別利益        

１．損害賠償金収入  1,561 1,561 0.1 58,798 58,798 1.2

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２  －   46,246   

２．固定資産売却損 ※３ 10,627    －   

３．前期損益修正損   －   1,139   

４．その他  408 11,035 0.7 2,019 49,404 1.0

税金等調整前四半期
(当期)純利益

  148,481 9.2  441,504 8.8

法人税、住民税及び事
業税

 61,827   211,023   

法人税等調整額  7,314 69,141 4.3 △11,124 199,899 4.0

四半期(当期)純利益   79,339 4.9  241,605 4.8

        

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

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

第１四半期連結会計期間中
の変動額

      

第１四半期連結純利益 － － 79,339 － 79,339 79,339

自己株式の取得 － － － △54,103 △54,103 △54,103

第１四半期連結会計期間中
の変動額合計（千円）

－ － 79,339 △54,103 25,236 25,236

平成19年５月31日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 648,037 △84,504 2,943,915 2,943,915

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

(参考)前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高
（千円）

1,160,561 1,219,751 327,092 － 2,707,404 2,707,404

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 70 － － － 70 70

当期純利益 － － 241,605 － 241,605 241,605

自己株式の取得 － － － △30,401 △30,401 △30,401

連結会計年度中の変動額合
計（千円）

70 － 241,605 △30,401 211,274 211,274

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

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

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュフロー

計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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    

税金等調整前四半期純利益  148,481 441,504

減価償却費  96,697 304,412

連結調整勘定償却額  ― 69,651

のれん償却額  34,825 ―

受取利息及び受取配当金  △93 △520

デリバティブ評価損益(△益)  △48 80

支払利息  12,056 44,442

損害賠償金収入  △1,561 △58,798

前期損益修正損  ― 1,139

固定資産除却損  ― 46,246

固定資産売却損  10,627 ―

未払消費税等の増加額(△減少額)  12,659 △5,661

売上債権の増加額  △39,006 △30,778

たな卸資産の増加額  △17,929 △25,177

仕入債務の減少額  △1,636 △113,069

その他流動資産の増加額  △3,591 △57,033

その他流動負債の増加額(△減少額)  △4,482 17,194

その他固定負債の増加額  ― 7,194

未払金の増加額(△減少額)  △5,697 28,307

その他  12,413 △7,281

小計  253,714 661,853

利息及び配当金の受取額  6 197

利息の支払額  △6,740 △28,761

損害賠償金の受取額  1,561 16,831

法人税等の支払額  △136,276 △192,511

営業活動によるキャッシュ・フロー  112,264 457,609

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △104,953 △939,375

有形固定資産の売却による収入  52,270 ―

無形固定資産の取得による支出  △6,250 △4,138

投資有価証券の売却による収入  ― 4,425

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 ― △48,848

定期預金の預入による支出  △30,004 △59,550

定期預金の払出による収入  31,505 61,016

敷金保証金の差入による支出  △35,140 △277,940

敷金保証金の回収による収入  547 14,445

短期貸付金の純増減額  △5,284 △3,960

その他  △347 11,954

投資活動によるキャッシュ・フロー  △97,656 △1,241,972
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュフロー

計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

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  △166,596 △810,525

割賦債務の返済による支出  △43,831 △181,877

株式の発行による収入  ― 70

社債の償還による支出  △5,000 △15,000

自己株式の取得による支出  ― △30,401

預け金の増加による支出  ― △169,257

財務活動によるキャッシュ・フロー  △215,427 △506,992

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △200,818 △1,291,355

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  766,642 2,057,997

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半期末残
高

※１ 565,823 766,642

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

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　３社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム

(1）連結子会社の数　　　３社

同左

(2）非連結子会社の数　　２社

㈲カユミ食品、㈱大六

(2）非連結子会社の数　　２社

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、第１

四半期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は当第１四半期連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさない

ため連結の範囲より除いており

ます。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）

は、第１四半期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は当第１四半期連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさな

いため持分法の範囲より除いてお

ります。

　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

同左

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　㈱柚屋の決算日は、８月31日で

あります。

　当期連結財務諸表作成にあたっ

ては、当連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を用い

ております。

　連結子会社㈱ジェイエフピー、

㈱エムアイフードシステムの決算

日を従前の９月30日から２月28日

に変更しております。また㈱柚屋

の決算日は８月31日であります。

当期連結財務諸表作成にあたって

は、当期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を用い

ております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　デリバティブ

　時価法を採用しております。

①　デリバティブ

同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

―

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

同左

ｂ．倉庫在庫

総平均法による原価法を採用

しております。

ｂ．倉庫在庫

同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

①　有形固定資産

同左

建物　　　３～27年

その他　　２～15年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

ものであります。

②　無形固定資産

同左

 ③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

③　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理方

法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理す

ることとしております。

同左

(4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲

　現金及び現金同等物は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 会計処理方法の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 (連結損益計算書)

 有形固定資産の減価償却方法に係る会計基準

 　当第１四半期より、平成19年度の税制改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に規定

する減価償却の方法によっております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。

 ―

 表示方法の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 (連結貸借対照表)

　前連結会計年度において「連結調整勘定」と

して処理していたものは「のれん」として表示

しております。

 ―

(連結キャッシュフロー計算書) 

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却

額」として処理していたものは、「のれん償却

額」として表示しております。

 ―

－ 11 －



注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

建物 31,041千円

工具器具及び備品 182 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

合計 628,349千円

建物 37,365千円

工具器具及び備品 198 

土地 610,497 

敷金保証金 41,628 

合計 689,689千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予定

長期借入金
114,985千円

長期借入金 502,947 

合計 617,932千円

１年以内返済予定長期

借入金
143,761千円

長期借入金 600,439 

１年以内償還予定

社債
10,000 

社債 165,000 

合計 919,201千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,196,813千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,101,359千円

※３　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３　消費税等の表示

　　　　　　　―

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与手当 325,165千円

地代家賃 247,462千円

給与手当 1,067,961千円

地代家賃 733,695千円

 ―  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 建物 35,228千円

 工具器具及び備品 10,689 

 車輌運搬具 227 

 ソフトウェア 100 

 合計 46,246千円

 ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

 ―

 土地 4,581千円

 建物 6,046 

 合計 10,627千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５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

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株）

当第１四半期連結会

計期間末株式数

（株）

発行済株式     

　普通株式 86,572 － － 86,572

合計 86,572 － － 86,572

 自己株式(注１)     

 　普通株式 251 573 － 824

合計 251 573 － 824

(注1).普通株式の自己株式の増加数573株は、すべて市場からの買取によるものであります

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません

３．配当に関する事項

該当項目はありません

(参考)前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株）

当第１四半期連結会

計期間末株式数

（株）

発行済株式     

　普通株式(注１) 86,544 28 － 86,572

合計 86,544 28 － 86,572

 自己株式(注２)     

 　普通株式 － 251 － 251

合計 － 251 － 251

　（注１).普通株式の28株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

　（注２).普通株式の自己株式の増加数251株は、すべて市場からの買取によるものであります。　

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の行使を以下のとおり実施しております。　

・28株(当社従業員２名)

３．配当に関する事項

該当項目はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と第１四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 615,329千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,005千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△44,500千円

現金及び現金同等物 565,823千円

現金及び預金勘定 817,649千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,005千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△46,001千円

現金及び現金同等物 766,642千円
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
　至　平成19年２月28日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第１

四半期会計期間末残高相当額

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期末

残高相当額

 
取得価額
相当額

(千円)

減価償却累計
額相当額

(千円)

第１四半期会
計期間末残高
相当額

(千円)

機械及び装置 92,780 35,514 57,266

工具器具及び
備品

262,818 86,542 176,276

無形固定資産 8,891 3,127 5,763

合　計 364,490 125,183 239,306

 
取得価額
相当額

(千円)

減価償却累計
額相当額

(千円)

連結会計年度
末残高相当額

(千円)

機械及び装置 85,693 31,001 54,691

工具器具及び
備品

253,933 73,549 180,384

無形固定資産 8,324 2,692 5,631

合　計 347,951 107,243 240,707

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 70,426千円

１年超 174,766千円

合計 245,193千円

１年内 67,848千円

１年超 178,422千円

合計 246,270千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 19,653千円

減価償却費相当額 17,939千円

支払利息相当額 2,067千円

支払リース料 65,060千円

減価償却費相当額 58,920千円

支払利息相当額 6,880千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は

省略しております。

（減損損失について）

同左
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（デリバティブ取引関係）

 １．取引状況に関する事項
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
 　至　平成19年５月31日)

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
 　至　平成19年２月28日)

(1)取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取引

及び金利スワップ取引であります。

(2)取引に対する取組方針

　当社グループのデリバティブ取引は、将来の市場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。

(3)取引の利用目的

　借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。

(4)取引に係るリスクの内容

　金利キャップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりま

す。

　なお、取引相手先は信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先

の契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5)取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引に関する権限規程及び内部規程に基づきリスク管理

を行っております。

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバ

ティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 同左

２．取引の時価等に関する事項

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）
前連結会計年度末

（平成19年２月28日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額の
うち1年超 
(千円) 

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額の
うち1年超 
(千円) 

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外

の取引

金利キャップ取引

変動受取・固定支払
5,250 5,250 454 △4,796 5,250 5,250 419 △4,830

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
25,000 15,000 △136 △136 27,500 17,500 △209 △209

　（注）　時価の算定方法

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

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

ストックオプションの内容

　　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

ストックオプションの内容

　　該当事項はありません。

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

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

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

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

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

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

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

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

３．海外売上高

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　海外売上高がないため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 34,332.17円

１株当たり第１四半期

連結純利益金額
922.04円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
824.24円

１株当たり純資産額 33,811.92円

１株当たり連結

当期純利益金額
2,791.87円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,406.73円

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

以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり第１四半期連結純利益金額   

第１四半期連結純利益（千円） 79,339 241,605

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る第１四半期連結純利益

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
79,339 241,605

期中平均株式数（株） 86,048 86,539

   

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期連結純利益金額
  

第１四半期連結純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 10,210 13,848

（うち新株予約権） (10,210) (13,848)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数551個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数636個）

（重要な後発事象）

 該当項目はありません。
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平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年７月12日

上場会社名　株式会社一六堂 （コード番号：3366　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.ichirokudo.com　）  

問い合わせ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　柚原　洋一 ＴＥＬ（03）3510－6116

責任者役職・氏名　取締役管理本部長　大木　貞宏  

１．四半期財務諸表の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　当第一四半期の財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

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

　　法人トーマツの四半期財務諸表に対する手続きを受けております。

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成20年２月期第１四半期 1,179 22.9 136 12.7 148 28.0 80 31.5

平成19年２月期第１四半期 958 ― 120 ― 116 ― 60 ―

（参考）平成19年２月期 4,209 ― 444 ― 452 ― 246 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成20年２月期第１四半期 932 02 833 16

平成19年２月期第１四半期 704 61 628 13

（参考）平成19年２月期 2,846 60 2,453 92

　(注)期中平均発行株式数

19年２月期第１四半期 86,544株      19年２月期 86,539株 20年２月期第１四半期 86,048株

(2）財政状態の変動状況 （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成20年２月期第１四半期 4,793 2,949 61.5 34,397 43

平成19年２月期第１四半期 4,185 2,768 66.1 31,988 16

（参考）平成19年２月期 5,023 2,923 58.2 33,866 78

　（注）１．期末発行済株式総数 20年２月期第１四半期 86,572株

19年２月期第１四半期 86,544株

 19年２月期 86,572株

２．期末自己株式数 20年２月期第１四半期 824株

19年２月期第１四半期        -株

19年２月期 251株

３．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,471 300 162

通期 5,071 589 326

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 3,807円32銭

（１株当たり予想当期純利益の計算上使用する株式数は、当第１四半期末発行済株式総数(86,572株)から当第１四半期末自己株式数(824株)を差

し引いた85,748株としております。)

　上記予想に関する事項は、平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（連結）の添付資料２ページをご覧ください。
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第１四半期財務諸表

(1）第１四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,994,662  319,424  734,581  

２．売掛金  65,191  104,331  72,379  

３．たな卸資産  52,817  103,468  87,817  

４．短期貸付金         －  274,373  1,109,438  

５．その他  72,261  267,070  308,917  

流動資産合計  2,184,932 52.2 1,068,668 22.3 2,313,134 46.0

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※２       

１．建物 ※１ 703,094  1,028,134  1,072,557  

２．土地 ※１ 555,497  577,891  577,891  

３．その他 ※１ 117,971  184,200  195,680  

有形固定資産合計  1,376,563 32.9 1,790,226 37.3 1,846,128 36.8

(2）無形固定資産           

無形固定資産合計   6,210 0.1  12,079 0.3  11,284 0.2

(3）投資その他の資産           

１．敷金保証金 ※１ 549,042  752,319  720,695  

２．長期貸付金          －  1,040,000   　　　－  

３．その他  68,577  129,846  132,098  

投資その他の資産合計   617,619 14.8  1,922,165 40.1  852,793 17.0

固定資産合計   2,000,393 47.8  3,724,471 77.7  2,710,206 54.0

資産合計   4,185,325 100.0  4,793,140 100.0  5,023,341 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  75,340  108,546  106,047  

２．１年内返済予定長期借
入金

※１ 210,372  330,945  338,285  

３．未払金  77,270  132,908  136,678  

４．その他 ※４ 145,925  137,890  298,811  

　 流動負債合計   508,908 12.2  710,290 14.8  879,823 17.5

           

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※１ 822,046  1,085,337  1,163,877  

２．長期未払金  49,330         －  19,570  

３．その他  36,656  48,002  36,656  

固定負債合計   908,033 21.7  1,133,339 23.7  1,220,103 24.3

負債合計   1,416,942 33.9  1,843,630 38.5  2,099,926 41.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,160,561 27.7  1,160,631 24.2  1,160,631 23.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  1,219,751   1,219,751   1,219,751   

資本剰余金合計   1,219,751 29.1  1,219,751 25.5  1,219,751 24.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  370   370   370   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  387,701   653,262   573,063   

利益剰余金合計   388,071 9.3  653,632 13.6  573,433 11.4

４．自己株式          －   △84,504 △1.8  △30,401 △0.6

株主資本合計   2,768,383   2,949,510   2,923,414  

純資産合計   2,768,383 66.1  2,949,510 61.5  2,923,414 58.2

負債・純資産合計   4,185,325 100.0  4,793,140 100.0  5,023,341 100.0

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(2）第１四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間末 
（自　平成18年３月１日 
至　平成18年５月31日） 

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

 (参考)前事業年度の
要約損益計算書

(自平成18年３月１日
至平成19年２月28日） 

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比 
（％） 

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   958,748 100.0  1,179,257 100.0  4,209,301 100.0

Ⅱ　売上原価   265,850 27.7  314,562 26.7  1,161,723 27.6

売上総利益   692,897 72.3  864,694 73.3  3,047,577 72.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  572,135 59.7  728,587 61.8  2,603,192 61.8

営業利益   120,762 12.6  136,107 11.5  444,385 10.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  298 0.0  21,174 1.8  36,775 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,791 0.5  8,435 0.7  28,971 0.7

経常利益   116,269 12.1  148,845 12.6  452,189 10.7

Ⅵ　特別利益           -           -           -  

Ⅶ　特別損失   227 0.0  108 0.0  6,919 0.1

税引前第１四半期（当
期）純利益

  116,041 12.1  148,737 12.6  445,269 10.6

法人税、住民税及び事
業税

 50,590 61,239 210,006

法人税等調整額  4,471 55,062 5.7 7,300 68,539 5.8 △11,078 198,928 4.7

第１四半期（当期）純
利益

 60,979 6.4 80,198 6.8 246,341 5.9

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(3）第１四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

 

    株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金
 

 

株主資本合計

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

 自己株式

繰越利益剰
余金

平成19年２月28日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414

　第１四半期会計期間中の
　変動額

        

　第１四半期純利益（千円） ― ― ― 80,198 80,198 ― 80,198 80,198

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △54,103 △54,103 △54,103

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

― ― ― 80,198 80,198 △54,103 26,095 26,095

平成19年５月31日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 653,262 653,632 △84,504 2,949,510 2,949,510

(参考)前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

   株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金  

株主資本合計
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

 自己株式

繰越利益剰
余金

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

　事業年度中の変動額         

　新株の発行（千円） 70 ― ― ― ― ― 70 70

　当期純利益（千円） ― ― ― 246,341 246,341 ― 246,341 246,341

  自己株式の取得 ― ― ― ― ― △30,401 △30,401 △30,401

事業年度中の変動額合計（千円） 70 ― ― 246,341 246,341 △30,401 216,010 216,010

平成19年２月28日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414
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第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用

しております。

子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　同左

子会社株式及び関連会社株式

             同左

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

　　　　　　―

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

デリバティブ

　時価法を採用しております。

デリバティブ

　　　　　　　同左

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

　　　　　　同左

商品及び貯蔵品

①　店舗在庫

同左

②　倉庫在庫

　総平均法による原価法を採用

しております。

②　倉庫在庫

　　　　　　同左

②　倉庫在庫

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

 定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属

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　　　　３～27年

　　　　その他　　　２～８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

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

ものであります。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

　

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

 

(3）長期前払費用

　　　　　　同左

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支払時に全額費用として処理す

ることとしております。

株式交付費

　　　　　　　同左

株式交付費

同左

６．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

　　　　　　同左

貸倒引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

　　　　　　同左 同左

８．その他第１四半期財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　同左

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当第１四半期より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

純資産合計と同額であります。

　なお、当第１四半期における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表規則により作成し

ております。

（損益計算書）

　当第１四半期会計期間より、平成19年度の税

制改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法

に規定する減価償却の方法によっておりま

す。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であ

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

純資産合計と同額であります。

　なお、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、財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の財務諸表規則により作成して

おります。

 表示方法の変更

前第１四半期会計期間末
(平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日

（貸借対照表）

 　　　　　　　　　－

 （貸借対照表）

  固定負債の「長期未払金」は重要性が乏しい

ため、当第１四半期より固定負債の「その他」

に含めて表示しております。

　なお、当第１四半期の「長期未払金」の金額

は、11,346千円であります。

（貸借対照表）

 　　　　　　　　　－
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注記事項

（第１四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

建物 32,507千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
248 

敷金保証金 41,628 

計 629,882千円

建物 31,041千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
182 

敷金保証金 41,628 

計 628,349千円

建物 31,273千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
198 

敷金保証金 41,628 

計 628,597千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年内返済予定

長期借入金
116,600千円

長期借入金 620,352

計 736,952千円

１年内返済予定

長期借入金
114,985千円

長期借入金 502,947

計 617,932千円

１年内返済予定

長期借入金
118,125千円

長期借入金 529,047

計 647,173千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

471,152千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

716,164千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

652,972千円

　３　保証債務

　該当事項はありません。

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、債務保証を行っておりま

す。

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、債務保証を行っておりま

す。

   

   

   

   

 リース債務 87,087千円

 社債 250,000 

 長期借入金 25,000 

 　計 362,087千円

 リース債務 81,457千円

 社債 255,000  

 長期借入金 97,028  

　 計 433,485千円

※４　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※４　消費税等の表示

　　　　　　　同左

※４　消費税等の表示

―

（第１四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
(自　平成18年３月１日

 　至　平成19年２月28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

協賛金収入 14,238千円

受取利息 6,318千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 21,592千円

受取利息 11,465千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　 　     4,759千円　

　　　　　　　　　　　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　　7,399千円　

　　　　　　　　　　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 　　 27,278千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 42,354千円

無形固定資産 62,532千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 63,192千円

無形固定資産 532千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 235,172千円

無形固定資産 976千円
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（第１四半期会計期間株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） 251 573  　　　　　　　　－ 824

(注)　普通株式の自己株式の増加数573株は、すべて市場からの買取によるものです。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  　　　　　　　　－ 251  　　　　　　　　－ 251

(注)　普通株式の自己株式の増加数251株は、すべて市場からの買取によるものです。
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間末
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度末
（自　平成18年３月１日 
  至　平成19年２月28日 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期会計期間末

残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期会計期間末

残高相当額

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額

 
 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額

 
(千円)

第１四
半期会
計期間
末残高
相当額
(千円)

 その他
（機械及び
装置）

42,408 21,018 21,390

 その他
（工具器具
及び備品）

199,885 91,118 108,767

無形固定資
産

5,332 1,712 3,620

合計 247,626 113,848 133,777

 

取得価
額相当
額

 
 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額

 
(千円)

第１四
半期会
計期間
末残高
相当額
(千円)

 その他
（機械及び
装置）

84,903 35,198 49,704

 その他
（工具器具
及び備品）

213,946 74,376 139,569

無形固定資
産

7,654 2,748 4,905

合計 306,503 112,324 194,179

 

取得価
額相当
額

 
 

(千円)

減価償
却累計
額相当
額

 
(千円)

事業年
度末残
高相当
額

 
(千円)

その他 
（機械及び
装置）

84,903 30,962 53,941

 その他
（工具器具
及び備品）

213,946 63,679 150,266

無形固定資
産

7,654 2,366 5,287

合計 306,503 97,008 209,495

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末残

高相当額

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末残

高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 42,272千円

１年超 95,684千円

合計 137,957千円

１年内 59,342千円

１年超 140,033千円

合計 199,376千円

１年内 59,553千円

１年超 154,882千円

合計 214,436千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 15,718千円

減価償却費相当額 14,209千円

支払利息相当額 1,470千円

支払リース料 16,771千円

減価償却費相当額 15,316千円

支払利息相当額 1,742千円

支払リース料 62,102千円

減価償却費相当額 56,285千円

支払利息相当額 6,545千円

(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

 

 

(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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　　　　　　　同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

 時価評価されていない主な有価証券の内容

前第１四半期会計期間末

（平成18年５月31日）

第１四半期貸借対照表計上額

（千円）

 （１）その他有価証券

 　　非上場株式 4,425

 当第一四半期会計期間末(平成19年５月31日)

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 前事業年度末(平成19年２月28日)

　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（デリバティブ取引関係）

取引の時価等に関する事項

前年第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期については、連結財務諸表の注記事項と

して記載しております。

前第一四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

第１四半期貸借対照表計上額 

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利 キャップ取引 5,250 925 △4,324

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
  至  平成19年２月28日）  　

１株当たり純資産額 31,988.16円

１株当たり第１四半期純利益金

額
704.61円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
628.13円

１株当たり純資産額 34,397.43円

１株当たり第１四半期純利益金

額
932.02円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
833.16円

１株当たり純資産額 33,866.78円

１株当たり当期純利益金額 2,846.60円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,453.91円

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

前第１四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
 至　平成19年２月28日）　

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（千円） 60,979 80,198 246,341

普通株主に帰属しない金額（千円）  　　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　　－

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円）
60,979 80,198 246,341

期中平均株式数（株） 86,544 86,048 86,539

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円）  　　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　　－

普通株式増加数（株） 10,537 10,210 13,848

（うち新株予約権） (10,537) (10,210) (13,848)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数636個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数551個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数636個）

（重要な後発事象）

   該当事項はありません。
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