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（百万円未満切捨て）

１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30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６月中間期 11,206 38.2 706 △14.0 657 △18.7 156 △49.4

18年６月中間期 8,106 41.6 821 296.9 808 370.8 309 －

18年12月期 18,776 54.3 1,770 141.6 1,744 159.1 704 289.3

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６月中間期 3,494 46 3,406 07

18年６月中間期 7,332 54 6,996 06

18年12月期 16,218 82 15,615 33

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12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６月中間期 16,380 3,605 22.0 80,390 78

18年６月中間期 12,418 3,114 25.1 69,902 37

18年12月期 16,027 3,504 21.9 78,303 82

（参考）自己資本 19年６月中間期 3,605百万円 18年６月中間期 3,114百万円 18年12月期 3,504百万円

(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６月中間期 856 △1,390 550 3,830

18年６月中間期 1,272 △1,247 1,526 3,332

18年12月期 2,365 △3,925 3,594 3,813

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12月期 － － 1,500 00 1,500 00

19年12月期 0 00 －

19年12月期（予想） － 2,000 00 2,000 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 24,039 28.0 2,110 19.2 2,150 23.2 959 36.1 21,439 46
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18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」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６月中間期 44,850株 18年６月中間期 44,556株 18年12月期 44,750株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 0株 18年６月中間期 0株 18年12月期 0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、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の２及び３の予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な

要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく

異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 （当社の経営成績）

　当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油価格の動向など懸念材料はあるものの、個人消費の

緩やかな回復や好調な企業収益、設備投資の増加など緩やかな安定成長の中で推移いたしました。

　外食産業におきましては、「食の安全」に対する消費者の関心の高まりや、景気回復に伴う人件費、家賃のコスト

増加に加えて海外経済の影響による原材料価格の上昇など、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社は「大衆というカテゴリで日本一の外食企業になる」というスローガンのもと、「まい

どおおきに食堂」を中心とした出店と全ブランドを対象とした既存店のブラッシュアップを行ってまいりました。特

に店舗運営力を向上させるため、店舗での店長研修会や全店長を対象とした勉強会などを定期的に開催するなど人財

教育への投資を積極的に行いました。

　以上の結果、当中間会計期末における総店舗数は直営店260店舗、ＦＣ店473店舗となり、合計で733店舗となりまし

た。また当中間会計期間の売上高は112億6百万円（前年同期比38.2％増）、経常利益６億57百万円（前年同期比

18.7％減）、中間純利益１億56百万円（前年同期比49.4％減）となりました。

　事業別の営業の状況は次のとおりであります。

（直営事業）

１．「まいどおおきに食堂」

　当社のメインブランドであります「まいどおおきに食堂」においては、昨年に引き続きフリースタンディングタ

イプ（郊外型）を中心とした出店に注力すると同時に、直営全店の営業力向上に全社一丸となって取り組んでまい

りました。具体的な施策は次のとおりであります。

 ①　商品施策　・・・　より魅力的な商品を開発することで、リピート率のアップ、新規顧客の開拓による客数

増を目指しました。

 ａ　ご当地フェアの推進　より短い期間での再来店促進のため、日本各地のご当地メニューを２ヶ月に１度のサ

イクルで１５アイテム投入する「ご当地フェア」を前期に引き続き推進しております。当中間会計期間に実

施したフェアは以下のとおりです。

 　　　平成18年12月～平成19年１月末　関西フェア

 　　　平成19年２月～平成19年３月末　四国フェア

 　　　平成19年４月～平成19年５月末　東海フェア

 　　　平成19年６月～平成19年７月末　沖縄フェア

 ｂ　地域限定メニューの導入　日常食の強みをもっと生かすためにその地域限定のメニューを一部地域において

導入しました。

 ②　地域特性に応じた出店戦略　

 ａ　新都心タイプ　旧都心型を完全セルフスタイルにするなどの全面リニューアルを実施し、人件費の削減と売

上向上に成功しました。

 ｂ　小型物件タイプ　建坪を標準タイプより20％小さくすることで出店コストをダウンし、低投資での出店が可

能になりました。

 ｃ　フードコートタイプ　関西空港のフードコート「ダイニングコート町家小路」にフードコートタイプを初出

店しました。

　以上の結果、当中間会計期間においては直営店24店舗の新規出店を行い、当中間会計期末における直営店の総店舗

数は145店舗となり、売上高は53億44百万円（前年同期比91.5%増）となりました。

２．「神楽食堂　串家物語」

　「神楽食堂　串家物語」においては、集客力向上のため２ヶ月に１回のサイクルでフェアメニューを継続的に実施

しております。また４月19日にはなんばパークス（大阪市浪速区）において「なんばパークス店」を出店致しました。

以上の結果、直営店の店舗数は24店舗、売上高は11億28百万円（前年同期比26.7％増）となりました。

３．「手作り居酒屋　かっぽうぎ」

　「手作り居酒屋　かっぽうぎ」においては、来客数向上のため焼酎やウイスキーボトルキャンペーンなどを実施す

ると共に、「まいどおおき食堂」と同様に２ヶ月に一回のサイクルで「ご当地フェア」を継続的に実施しております。

以上の結果、直営店の店舗数は20店舗となり、売上高は６億95百万円（前年同期比28.5％増）となりました。

４． その他業態

　その他業態として、郊外型業態の多様化を促進するため、郊外型うどん業態「つるまる」の出店や郊外型鉄板焼業

態「じゅうじゅう屋」、カフェ業態として「デリス・デュ・パレ　なんばパークス店」、持ち帰り弁当業態「銀しゃ

り家、焼肉業態「米牛」、ラーメン業態「京風ラーメン　町家小路東入ル」の出店を実施しました。その結果、直営

店の店舗数は71店舗となり、売上高は19億47百万円（前年同期比22.6％増）となりました。
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　以上の結果、直営事業全体の店舗数は260店舗、売上高は91億15百万円（前年同期比56.9％増）となりました。

（ＦＣ事業）

　ＦＣ事業においても、直営事業同様にフリースタンディングタイプ（郊外型）の出店と営業力の更なる向上に注力

してまいりました。特に地区本部との連携によりスーパーバイジング機能の強化を推進しております。

　フリースタンディングタイプ（郊外型）の「まいどおおきに食堂」においては、全国の地区本部における出店が進

み、当中間会計期間において77店舗の新規出店を実現することができました。この結果、当中間会計期間末における

ＦＣ店舗数は、「まいどおおきに食堂」416店舗、「神楽食堂　串家物語」23店舗、「手作り居酒屋　かっぽうぎ」34

店舗、合計473店舗となりました。

　加盟金売上は59百万円（前年同期比89.6％減）にとどまりましたが、店舗数増加に伴いロイヤリティ売上は６億71

百万円（前年同期比37.6％増）、ランニング売上は６億29百万円（前年同期比37.9％増）となりました。

　これらの結果、ＦＣ事業全体の売上高は20億90百万円（前年同期比9.0％減）となりました。

事業の種類別売上高

当中間会計期間 前中間会計期間

前年同期比（％）

直営事業（千円） 9,115,888 156.9 5,810,252

「まいどおおきに食堂」部門（千円） 5,344,702 191.5 2,790,797

「神楽食堂　串家物語」部門（千円） 1,128,674 126.7 890,660

「手作り居酒屋　かっぽうぎ」部門（千円） 695,209 128.5 540,871

その他の業態部門（千円） 1,947,301 122.6 1,587,924

ＦＣ事業（千円） 2,090,514 91.0 2,296,591

加盟金売上（千円） 59,200 10.4 567,600

ロイヤルティ売上（千円） 671,609 137.6 488,059

イニシャル売上（千円） 730,025 93.1 784,257

ランニング売上（千円） 629,679 137.9 456,674

合計（千円） 11,206,403 138.2 8,106,844

　（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　　　　２．イニシャル売上は、出店時に必要な店舗設備、備品などの売上であります。

　　　　３．ランニング売上は、店舗運営時に必要な消耗品類などの売上であります。

 （次期の見通し）

　今後のわが国経済は、底堅い成長が期待され、緩やかな安定成長の中で推移していくと予測されます。ただし当社

も含めた外食産業にいてはお客様ニーズの多様化、人件費、家賃のコスト増加など厳しい状況が続くものと思われま

す。そのような環境下で当社はメインブランドであります「まいどおおきに食堂」を中心した出店と直営店、ＦＣ店

の全店における営業力向上に全社一丸となって取り組んでまいります。またその他の業態に関しても新ブランドの立

ち上げや既存ブランドのブラッシュアップを積極的に行い、「まいどおおきに食堂」に続くブランドを作り出し、更

なる事業規模の拡大へとつなげていく所存であります。

　平成19年12月期の通期の見通しといたしましては、当初の計画どおり売上高240億39百万円（前期比28.0％増）、経

常利益21億50百万円（前期比23.2％増）、当期純利益９億59百万円（前期比36.1％増）をそれぞれ見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　当中間会計期間における現金及び現金同等物の中間会計期末の残高は38億30百万円となり、前事業年度末に比べ17

百万円増加しております。各キャッシュ・フローの状況と要因は下記のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は８億56百万円（前年同期比32.6％減）となりました。
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　これは主に売上高及び利益が計画どおりに推移をしたことにより、税引前中間純利益が３億28百万円となったこと

と、非資金支出費用である減価償却費が４億70百万円になったこと及び法人税等の支払額が６億34百万円になったこ

とによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は13億90百万円（前年同期は、12億47百万円の資金減少）となりました。

　これは主に直営店の新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出及び敷金保証金の支払額がそれぞれ11億39百万

円及び２億62百万円になったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は５億50百万円（前年同期比63.9％減）となりました。

　これは主に長期借入金による純収入が７億70百万円になったこと、割賦購入未払金の返済による支出が２億67百万

円になったことによるものであります。

　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12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

中間 期末  中間  期末 中間 期末 中間 期末

自己資本比率（％） 18.1 15.7 17.7 20.1 25.1 21.9 21.9 －

時価ベースの自己資本比率（％） 35.6 58.6 49.9 237.8 192.6 120.1 111.7 －

債務償還年数（年） － － 6.7 4.2 4.9 3.7 11.5 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － 7.6 11.8 21.8 17.3 7.7 －

　（注）　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

※各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及

び利息の支払額を使用しております。また、有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

支払っている全ての負債を対象としております。

※平成17年12月期より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成16年12月期以前

の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオにつきましては、記載を省略しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

ら長期的かつ安定的な配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。

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

のための投資を積極的に行ってまいります。

　以上のような方針に基づき、当会計年度末の配当につきましては１株当たり2,000円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　下記において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。当社は

これらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、発生の回避もしくは発生した場合でも、影響を最小限にとどめる

べく、企業体力の充実、財務体質の向上に努めております。なおリスク要因はこれらの事項に限られるものでなく、

また将来発生しうる全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

①出店戦略について

　当社は、業態を多く持つことによって、出店における優位性の確保と経営の安定化を図ることを基本戦略としてお

り、今後も積極的に出店を行っていく方針です。新規出店に際し、立地条件・賃借条件から既存店舗における実績を
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根拠とした事業計画を立て、十分に検討しておりますが、条件に合致した物件が確保できない場合、また、新規店舗

の業績が計画通りに推移しない場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は現在、直営店の新規出店を進めるとともに、ＦＣ加盟店の出店の加速に注力しております。しかしな

がら、ＦＣ加盟店の各企業の個別事情及び立地確保の遅れなどから、加盟契約締結後出店に至っていないＦＣ加盟店

が存在しております。このようにＦＣ加盟件数とＦＣ出店数の乖離が進む場合、当社の出店計画に支障をきたす可能

性があります。

②競合の状況について

　外食業界は、他業態と比較すると参入障壁が低く新規参入が多いこと、また長引く個人消費の低迷や業界の垣根を

越えた価格競争の影響も受け、非常に激しい競合状態が続いている業界であります。当社といたしましては「大衆食」

の業態に絞り、時代のニーズに合った業態を開発することで他社との差別化を図っております。しかしながら、当社

の出店が拡大するにつれ、類似した業態を投入してくる外食企業が現れ始めており、今後当社が出店している店舗と

同様のコンセプトを持つ競合店舗の出店増加等により、当社の商品の価格及び当社の業績見通しに影響を及ぼす可能

性があります。

③法的規制等について

　当社の直営店及びＦＣ店は、食品衛生法の規定に基づき、所轄保健所より飲食店営業の許可を受けております。各

店舗では、店舗における飲食物の提供及び調理を行うにあたって、店舗の設備器具、食材の取扱い及び従業員の衛生

管理について、当社が作成した店舗運営マニュアル等で細目にわたり規定し、衛生管理に努めております。しかしな

がら上記諸施策にも関わらず、店舗における飲食を理由とする食中毒や食品衛生に関するクレームの発生や、社会全

般にわたる一般的な衛生問題等が発生した場合には、営業許可の取消、営業禁止もしくは一定期間の営業停止の処分、

被害者からの損害賠償請求、当社の信用力低下等、当社のブランドイメージに影響を及ぼし、直営店売上の減少、あ

るいはＦＣ加盟店の売上減少に伴うロイヤリティ収入等の減少により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　また労務面において短時間労働者に対する厚生年金の適用基準拡大が行われた場合、当社は業種柄、従業員に占め

る短時間労働者の比率が高いため、新たに社会保険に加入する労働者の増加による当社が負担する社会保険料の増加

並びに短時間労働への就労希望者の減少等が発生し、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④店舗保証金について

　当社は、主に店舗の土地及び建物を賃借する方式で出店しており、出店時に土地等所有者に対して敷金・保証金及

び建設協力金として資金の差入を行っており、建設協力金は、当社が月々支払う賃借料との相殺により回収しており

ます。新規出店の際には、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地所有者である法人、個人が破綻等

の状態に陥り、土地等の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　また、当社が締結している土地等に係る長期賃借契約のうち、当社の事情により中途解約する場合、当社が代替借

主を紹介することを敷金・保証金等の返還条件としているものがあります。そのため、当社の事情により中途解約す

る場合には新たな代替借主を紹介できないことにより、敷金・保証金等を放棄せざるを得ず、損失が発生する可能性

があります。

⑤食材について

　食材につきましては、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等のような疾病や、食材供給国の食品衛生管理上の問題等、食品

偽装問題等など消費者の食に対する安全性、信頼性を損なう深刻な問題の中にあり、消費者の外食に対する需要の低

下や食材の価格上昇が予想され、以前にも増して安全かつ良質な食材の確保が重要になっております。

　また、農作物は天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動のリスクを負っております。当社におきまして

も食材の安全性及び安定的な確保に向けてこれまで以上に取り組んでまいりますが、上記諸事情等により食材市況が

大幅に変動し、仕入価格の上昇、食材の不足等が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥人材の確保について

　当社では、更なる成長に向けて出店を進めていく上で、優秀な人材を確保し、育成していくことは重要な課題であ

ると認識しております。そのため、従来の中途採用を中心とした募集に加え、新卒者等の募集にも一層の力点を置き、

優秀な人材の確保・育成に努めております。

　また、キャリアアッププラン制度の導入やストックオプション制度の導入等、従業員の定着を図るとともに、店長

のレベルアップを図るため、毎月全店長を集めて様々な店舗運営ノウハウを指導する勉強会を開催するなど、特に営

業スタッフに向けた独自の教育プログラムを実施しています。しかしながら、今後、当社が必要とする十分な人材確

保ができなかった場合や人材育成が予定通り進まなかった場合は、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑦固定資産の減損会計基準の適用について

　外食業界の環境悪化等により、当社において営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナ

スとなった場合や、保有する固定資産の市場価格が著しく下落した場合など、固定資産の減損会計基準の適用によっ

て、減損損失が計上され、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧重要な訴訟事件の発生について

　当社において重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重要な訴訟等が発生し、当社に不利な

判断がなされた場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨株式会社ベンチャー・リンクへの業務委託について

　当社は、株式会社ベンチャー・リンクとフランチャイズ展開に関する業務提携契約を締結しており、同社に対して

加盟店募集及び一部のＦＣ加盟店に対するスーパーバイジング業務を委託しております。これらの業務は当社の事業

運営上重要な業務であることから、同社の加盟店募集進捗やスーパーバイジング業務の実施体制によっては、当社の

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩資金調達について

　当社グループの平成18年12月期の有利子負債（社債、借入金、割賦購入未払金）及び当社の平成19年６月期の有利

子負債は、それぞれ負債及び資本合計の54.3％、60.2％となっており、将来の金利情勢及び当社の信用状態の変動に

より調達コストが上昇した場合や、調達が困難となった場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪経営成績の季節的変動について

　平成17年12月期、平成18年12月期の当社グループ及び当社の経営成績は、店舗売上の季節変動等により、経常利益

及び当期純損益が下期に高水準になっており、今後も店舗売上の動向、直営店の出店状況等により当社の経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

 （単位：百万円）

平成17年12月期 平成18年12月期  平成19年12月期

 上期  下期  上期  下期  上期

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

売上高 5,724 47.1 6,441 52.9 8,106 43.2 10,670 56.8 11,206 －

経常利益 171 25.5 501 74.5 808 46.4 935 53.6 657 －

当期純損益 △51 － 232 － 309 43.9 395 56.1 156 －

⑫潜在株式について

　平成19年６月30日現在、当社が役員、従業員等に付与している新株予約権（ストックオプション）の目的となる株

式3,032株は、発行済株式総数44,850株の6.7％に相当しています。当社は今後もストックオプション制度を継続して

いく方針であり、付与された新株予約権及び今後発行される新株予約権の権利行使により１株当たりの株式価値が希

薄化する可能性があります。また、今後付与されるストックオプション等については費用計上が義務付けられたため、

今後のストックオプションの付与により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社フジオフードシステム(2752)　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 7 －



２．企業集団の状況
　当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載いたします。

　当社は各種業態の飲食店の経営及び飲食店のフランチャイズ・チェーン（以下、「ＦＣ」という。）本部の経営を、

主な事業内容としております。

　直営店として複数業態を運営している他、直営店での運営ノウハウをもとに「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家

物語」「手作り居酒屋 かっぽうぎ」の加盟店募集、店舗設計ノウハウの指導、店舗運営ノウハウの指導及び研修、ＰＢ

商品の提供等を行うＦＣ本部の運営を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

 

 
一 般 顧 客 

㈱ベンチャー･リンク 

当      社 

フランチャイズ加盟企業 

スーパーバイジング 飲食の提供 飲食の提供 

フランチャイズ加盟企業 
の募集委託、一部スーパ
ーバイジングの委託 

経営ノウハウの提供 
スーパーバイジング 

直営店 

店舗運営指導 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、外食産業を通じて、「お客様の幸福に貢献することが従業員の幸福につながる」という「顧客重視イコー

ル従業員の幸福」を経営の基本姿勢としております。

　この基本姿勢を表現したものが、以下の社是・社訓・経営理念であります。役員・従業員が憶えやすく、心に刻み

やすくと各々を３つの言葉に集約いたしました。当社の行動様式、経営判断は常にこの言葉に基づいております。

　「お客様に喜んでいただくと同時に働いているすべての仲間の幸福を共有できる組織」を具現化し、社会に貢献し

てまいります。

【社是】　　　『笑顔　清潔　一所懸命』

【社訓】　　　『変革　前進　思いやり』

【経営理念】　『健康　美味　幸福』

(2）目標とする経営指標

　当社では、安定的な利益率を維持しつつ、会社の規模拡大が重要課題と認識しており、売上高経常利益率、総資本

経常利益率（ＲＯＡ）を重要指標と位置づけております。売上高経常利益率は10%、総資本経常利益率（ＲＯＡ）は

15%を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　外食・中食・内食を含めた食マーケット全体が成熟期を迎え、マーケットの構造変化が進む中で、当社は高級路線

ではなく、徹底して日常食や大衆食にこだわってブランドの開発に取り組んでいます。当社はこの「大衆食」という

カテゴリーに挑戦することを通じて、外食産業の中で日本一の温かくて思いやりのある企業を目指しています。平成

17年よりスタートさせた中期経営計画「ＴＯＷＡＲＤ１０００」は順調に推移しております。今後も引き続き「まい

どおおきに食堂」を中心とした出店と既存店業績向上、管理体制の強化に経営資源を集中してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社といたしましては、当面の対処すべき課題として以下のとおり認識し、対策に取り組んでおります。

①　既存店の収益力向上

　当社の成長戦略のためには、既存店の収益力向上が必要不可欠と認識しております。更なる収益力向上のため、「凡

事徹底」（飲食店として当たり前の事を当たり前に行う）を直営店、ＦＣ店の全店共通の合言葉に、ＱＳＣレベルの

向上、お客様に喜んでいただけるお店作りに邁進してまいります。

②　ＦＣ加盟店の出店促進と支援体制の強化

　ＦＣ加盟店の出店促進のため、出店候補地の探索支援、研修トレーナーの育成支援など研修体制の充実を図り、ま

た出店後の支援についても、スーパーバイジング機能を強化することでＦＣ加盟店の収益力向上を推進してまいりま

す。

③　時代のニーズに対応した業態の開発

　日常食・大衆食をキーワードに、多様化する消費者のニーズに的確に対応した業態をスピーディーに開発し、どの

店舗においても良質かつ同質の商品サービスが提供できるようにパッケージ化をすすめることが重要であると考えて

おります。当社では、新業態の開発を経営の生命線であると捉え、業態を開発することで他社との差別化を図ってま

いります。

④　人材の確保とスピーディーな人材育成の推進

　更なる成長に向けて出店を進めていく上で優秀な人材を確保し、お客様に満足していただけるサービスを提供でき

る人材として育成していくことは重要な課題であると認識しております。このため当社は求人・採用のレベルアップ、

採用後の従業員に対するフォローの充実、キャリアアッププラン制度の導入やストックオプション制度の導入等によ

り、従業員の定着を図るとともに、店長のレベルアップを図るため、毎月全店長を集めて様々な店舗運営ノウハウを

指導する勉強会を開催するなど、特に営業スタッフに向けた独自の教育プログラムを実施しています。

⑤　メニュー開発・仕入から商品提供までの体制強化

　外食産業には「食」を直接提供する産業としてのレベルの高い安全衛生管理体制の強化が求められております。よ

り安全性の高い食材の確保に注力し、「手づくり感」を大切にした、リーズナブルな価格で安全で衛生管理の行き届

いた商品の提供ができるように体制を強化してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31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 ※２ 3,771,497   4,270,090   4,252,825   

２．売掛金  678,858   626,786   828,814   

３．たな卸資産  121,225   70,325   72,538   

４．短期貸付金  105,945   106,267   46,804   

５．繰延税金資産  39,293   66,964   65,316   

６．その他  487,977   631,988   839,383   

貸倒引当金  △17,455   △58,500   △10,960   

流動資産合計   5,187,342 41.8  5,713,922 34.9  6,094,721 38.0

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  2,493,673   3,962,730   3,540,665   

２．工具器具備品  304,911   989,255   819,144   

３．その他  285,551   567,014   440,477   

有形固定資産合計  3,084,136   5,519,000   4,800,287   

(2）無形固定資産  40,426   75,671   72,325   

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券  360,003   418,264   343,899   

２．関係会社株式  40,000   28,885   47,235   

３．長期貸付金  85,004   66,111   75,716   

４．長期前払費用  176,243   375,546   408,216   

５．繰延税金資産  215,835   253,008   293,630   

６．敷金・保証金 ※２ 2,882,900   3,570,549   3,520,158   

７．その他 ※２ 495,051   511,887   558,634   

貸倒引当金  △164,524   △162,251   △197,886   

投資その他の資産合計  4,090,514   5,062,002   5,049,604   

固定資産合計   7,215,077 58.1  10,656,673 65.1  9,922,218 61.9

Ⅲ　繰延資産   15,644 0.1  9,524 0.0  10,558 0.1

資産合計   12,418,064 100.0  16,380,121 100.0  16,027,497 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年12月31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  964,943   914,172   1,224,179   

２．一年内返済予定
長期借入金

※２ 1,405,549   2,179,386   1,871,972   

３．一年内償還予定社債  150,000   330,000   290,000   

４．未払金  936,315   954,314   757,796   

５．未払法人税等  362,676   154,772   673,481   

６．割賦購入未払金  357,769   453,797   386,869   

７．その他 ※４ 284,852   349,381   647,365   

流動負債合計   4,462,106 35.9  5,335,824 32.6  5,851,665 36.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  445,000   495,000   430,000   

２．長期借入金 ※２ 3,223,391   5,383,057   4,919,532   

３．割賦購入長期未払金  696,074   1,025,176   811,116   

４．預り保証金  461,731   519,403   480,343   

５．その他  15,190   16,132   30,743   

固定負債合計   4,841,387 39.0  7,438,770 45.4  6,671,735 41.6

負債合計   9,303,494 74.9  12,774,595 78.0  12,523,401 78.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,131,626 9.1  1,146,148 7.0  1,140,735 7.1

２．資本剰余金           

(１)資本準備金  1,011,373   1,025,894   1,020,482   

　　資本剰余金合計   1,011,373 8.2  1,025,894 6.2  1,020,482 6.4

３．利益剰余金           

(１)利益準備金  18,000   18,000   18,000   

(２)その他利益剰余金           

　　別途積立金  184,644   184,644   184,644   

　　繰越利益剰余金  767,541   1,252,454   1,163,070   

　　利益剰余金合計   970,185 7.8  1,455,098 8.9  1,365,715 8.5

　　株主資本合計   3,113,185 25.1  3,627,141 22.0  3,526,933 22.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

　　その他有価証券評価差額金   1,384 0.0  △21,614 △0.1  △22,837 △0.1

　　　評価・換算差額等合計   1,384 0.0  △21,614 △0.1  △22,837 △0.1

　　純資産合計   3,114,570 25.1  3,605,526 21.9  3,504,095 21.9

　　負債・純資産合計   12,418,064 100.0  16,380,121 100.0  16,027,497 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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   8,106,844 100.0  11,206,403 100.0  18,776,956 100.0

Ⅱ　売上原価   3,120,222 38.5  4,022,072 35.9  7,312,110 39.0

売上総利益   4,986,621 61.5  7,184,330 64.1  11,464,846 61.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   4,165,301 51.4  6,478,149 57.8  9,694,756 51.6

営業利益   821,320 10.1  706,180 6.3  1,770,090 9.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  136,796 1.7  139,461 1.3  296,216 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  149,377 1.8  188,486 1.7  321,842 1.7

経常利益   808,738 10.0  657,155 5.9  1,744,464 9.3

Ⅵ　特別利益 ※３  39,015 0.5  38,571 0.3  40,207 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４,５  276,420 3.4  367,502 3.3  489,455 2.6

税引前中間(当期)純
利益

  571,333 7.1  328,224 2.9  1,295,216 6.9

法人税、住民税及び
事業税

 345,208   133,578   760,797   

法人税等調整額  △83,037 262,171 3.3 38,137 171,715 1.5 △170,272 590,524 3.1

中間(当期)純利益   309,162 3.8  156,508 1.4  704,691 3.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
　合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金 

平成17年12月31日残高（千円) 636,130 515,879 515,879 18,000 184,644 500,065 702,709 － 1,854,719

中間会計期間中の変動額

新株の発行 495,496 495,493 495,493 － － － － － 990,990

剰余金の配当 － － － － － △41,686 △41,686 － △41,686

中間純利益 － － － － － 309,162 309,162 － 309,162

自己株式の処分 － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計（千円） 495,496 495,493 495,493 － － 267,476 267,476 － 1,258,466

平成18年６月30日　残高(千円) 1,131,626 1,011,373 1,011,373 18,000 184,644 767,541 970,185 － 3,113,185

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高(千円) 51,244 51,244 － 1,905,963

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － － 990,990

剰余金の配当 － － － △41,686

中間純利益 － － － 309,162

自己株式の処分 － － － －

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
△49,860 △49,860 － △49,860

中間会計期間中の変動額合計（千円） △49,860 △49,860 － 1,208,606

平成18年６月30日　残高(千円) 1,384 1,384 － 3,114,570
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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本　
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金 

平成18年12月31日残高（千円) 1,140,735 1,020,482 1,020,482 18,000 184,644 1,163,070 1,365,715 3,526,933

中間会計期間中の変動額

新株の発行 5,412 5,412 5,412 － － － － 10,825

剰余金の配当 － － － － － △67,125 △67,125 △67,125

中間純利益 － － － － － 156,508 156,508 156,508

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計（千円） 5,412 5,412 5,412 － － 89,383 89,383 100,208

平成19年６月30日　残高(千円) 1,146,148 1,025,894 1,025,894 18,000 184,644 1,252,454 1,455,098 3,627,141

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日　残高(千円) △22,837 △22,837 3,504,095

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 10,825

剰余金の配当 － － △67,125

中間純利益 － － 156,508

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
1,222 1,222 1,222

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,222 1,222 101,430

平成19年６月30日　残高(千円) △21,614 △21,614 3,605,526
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本　
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金 

平成17年12月31日残高（千円) 636,130 515,879 515,879 18,000 184,644 500,065 702,709 1,854,719

事業年度中の変動額

新株の発行 504,605 504,602 504,602 － － － － 1,009,207

剰余金の配当（注） － － － － － △41,686 △41,686 △41,686

当期純利益 － － － － － 704,691 704,691 704,691

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純

額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 504,605 504,602 504,602 － － 663,005 663,005 1,672,213

平成18年12月31日　残高(千円) 1,140,735 1,020,482 1,020,482 18,000 184,644 1,163,070 1,365,715 3,526,933

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高(千円) 51,244 51,244 1,905,963

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,009,207

剰余金の配当（注） － － △41,686

当期純利益 － － 704,691

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

（純額）
△74,081 △74,081 △74,081

事業年度中の変動額合計（千円） △74,081 △74,081 1,598,132

平成18年12月31日　残高(千円) △22,837 △22,837 3,504,095

（注）平成18年３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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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

 571,333 328,224 1,295,216

減価償却費  211,776 470,912 579,205

貸倒引当金の増加額  37,510 11,904 64,377

受取利息及び受取配当
金

 △1,621 △3,535 △5,824

支払利息  51,221 86,438 116,943

社債利息  2,894 5,688 5,519

新株発行費償却  2,714 － －

株式交付費償却  － 2,714 5,428

社債発行費償却  4,288 336 8,677

固定資産売却益  △1,068 － －

投資有価証券売却益  △21,122 － △22,314

受取立退料  △16,825 － △16,825

店舗解約損  88,503 280,183 103,144

減損損失  174,417 － 314,351

売上債権の減少額
（△増加額）

 △175,178 210,064 △360,900

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △24,809 2,212 23,877

店舗売却に係る
固定資産減少額

 22,344 － 39,586

仕入債務の増加額
（△減少額）

 222,820 △310,007 482,056

未収入金の減少額
（△増加額）

 110,230 182,833 △41,800

未払金の増加額
（△減少額）

 136,562 126,832 225,436

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 67,088 58,623 57,421

その他  70,890 145,675 △46,907

小計  1,533,972 1,599,102 2,826,671

利息及び配当金の受取
額

 1,621 3,535 5,824

利息の支払額  △58,258 △111,380 △136,686

立退料受取額  2,000 － 16,825

法人税等の支払額  △206,399 △634,419 △347,297

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,272,935 856,838 2,365,337
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前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

 △171,418 △1,171,459 △514,426

定期預金の払戻による
収入

 171,403 1,171,419 514,410

有形固定資産の取得に
よる支出

 △394,945 △1,139,162 △2,062,080

有形固定資産の売却に
よる収入

 2,100 11,955 －

無形固定資産の取得に
よる支出

 △16,395 △8,377 △50,512

固定資産の除却による
支出

 － △106,327 △30,377

投資有価証券の取得に
よる支出

 △193,444 △84,312 △273,353

投資有価証券の売却に
よる収入

 30,122 － 84,389

貸付による支出  △30,600 △400 △32,400

貸付金の回収による収
入

 － 49,203 71,388

敷金・保証金の支払額  △640,865 △262,128 △1,355,786

敷金・保証金の返還に
よる収入

 27,906 155,967 103,545

営業譲受による支出  △5,121 － △5,121

その他  △26,053 △6,620 △375,598

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,247,311 △1,390,241 △3,925,922

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  1,600,000 1,800,000 4,600,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △751,200 △1,029,061 △1,588,635

社債の発行による収入  － 198,016 197,982

社債の償還による支出  △75,000 △95,000 △150,000

株式の発行による収入  990,990 10,825 999,569

割賦購入未払金の返済
による支出

 △196,767 △267,922 △423,100

配当金の支払額  △41,221 △66,229 △41,479

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,526,800 550,628 3,594,336

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 1,552,424 17,225 2,033,750

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,779,654 3,813,405 1,779,654

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※ 3,332,079 3,830,630 3,813,405
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法(定額法)を採用

しております。

(1)有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1)有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す）。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す）。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております）。

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

商品、原材料

先入先出法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2）たな卸資産

商品、原材料

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品、原材料

同左

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

ただし、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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物 8～41年

構築物 10～20年

機械装置 8～9年

車両運搬具 6年

工具器具備品 3～15年

建物 5～41年 

構築物 10～20年 

機械装置 8～9年 

車両運搬具 6年 

工具器具備品 3～15年 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、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変更してお

ります。なお、この変更に伴う損

益に与える影響は軽微であります。

建物 5～41年

構築物 10～20年

機械装置 8～9年

車両運搬具 6年

工具器具備品 3～15年

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(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
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項目 前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

商法施行規則に規定の最長期間

（３年間）により毎期均等償却

しております。

 （追加情報）

平成18年６月８日付公募増資に

よる新株式の発行（1,800株）

及び平成18年６月16日付の

オーバーアロットメントによる

売り出しに関連して行われた第

三者割当増資(160株)は、引受

会社が引受価額（463,699円）

で買取引受を行い、これを引受

価額と異なる発行価額

（493,730円）で一般投資家に

販売するスプレッド方式によっ

ております。スプレッド方式で

は、発行価額と引受価額との差

額が事実上の引受手数料であり、

引受価額と同一の発行価額で一

般投資家に販売する従来の方式

であれば新株発行費として処理

されていたものであります。こ

のため、従来の方式によった場

合に比べ、新株発行費（繰延資

産）は39,240千円、資本金及

び資本準備金合計額は58,860

千円少なく計上され、経常利益

及び税引前中間純利益は19,620

千円多く計上されております。

(1）株式交付費

　定額法（３年）により償却し

ております。

(1）株式交付費

　定額法（３年）により償却し

ております。

 （追加情報）

平成18年６月８日付公募増資に

よる新株式の発行（1,800株）

及び平成18年６月16日付の

オーバーアロットメントによる

売り出しに関連して行われた第

三者割当増資(160株)は、引受

会社が引受価額（463,699円）

で買取引受を行い、これを引受

価額と異なる発行価額

（493,730円）で一般投資家に

販売するスプレッド方式によっ

ております。スプレッド方式で

は、発行価額と引受価額との差

額が事実上の引受手数料であり、

引受価額と同一の発行価額で一

般投資家に販売する従来の方式

であれば株式交付費として処理

されていたものであります。こ

のため、従来の方式によった場

合に比べ、株式交付費（繰延資

産）は39,240千円、資本金及

び資本準備金合計額は58,860

千円少なく計上され、経常利益

及び税引前当期純利益は19,620

千円多く計上されております。

 (2）社債発行費

　社債の償還期限内または商法

規定の最長期間（３年間）のい

ずれか短い期間により毎期均等

償却しております。

(2）社債発行費

　　　　同左

 

 

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間より「繰延資

産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会　

平成18年８月11日実務対応報

告19号）を適用しておりま

す。

　これにより当中間会計期間に

おいて会社法施行後に新たに発

生した繰延資産については、年

数を基準とした償却方法から、

月数を基準とした償却方法に変

更しております。この変更によ

る損益に与える影響は軽微であ

ります。

　また、前中間会計期間までの

新株の発行に係る費用は「新株

発行費」として表示しておりま

したが、当中間会計期間より

「株式交付費」として表示して

おります。

(2）社債発行費

　社債の償還までの期間にわた

り定額法により償却しておりま

す。

　（会計方針の変更）

　当事業年度より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平

成18年８月11日実務対応報告

19号）を適用しております。

　これにより当事業年度におい

て会社法施行後に新たに発生し

た繰延資産については、年数を

基準とした償却方法から、月数

を基準とした償却方法に変更し

ております。この変更による損

益に与える影響は軽微でありま

す。

　また、前期までの新株の発行

に係る費用は「新株発行費」と

して表示しておりましたが、当

期より「株式交付費」として表

示しております。

４．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勘案

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

株式会社フジオフードシステム(2752)　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 19 －



項目 前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用して

おります。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…借入利息 ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

 ③　ヘッジ方針

借入金利の将来の金利変動リス

クをヘッジする目的にのみ取引

を限定する方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

当社の行っている金利スワップ

取引は、その全てが特例処理の

要件を満たしているため、その

判定をもってヘッジ有効性評価

の判定に代えております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３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

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(1)消費税等の会計処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

が174,417千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。

　             ───── 　（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

314,351千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減損損失累計額の

科目をもって表示しております。

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,114,570千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

            　─────  （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

3,504,095千円であります。

　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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

            　─────  （キャッシュ・フロー計算書）

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「貸

付金の回収による収入」は、前中間会計期間は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

なお、前中間会計期間の「その他」に含まれて

いる「貸付金の回収による収入」は6,244千円

でありあます。

 

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「固

定資産の除却による支出」は、前中間会計期間

は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

なお、前中間会計期間の「その他」に含まれる

「固定資産の除却による支出」は11,211千円で

あります。

            　─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額及び

減損損失累計額

1,470,391千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額及び

減損損失累計額

        2,069,810千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額及び減損

損失累計額

1,864,411千円 

※２　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。

※２　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。

※２　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。

現金及び預金 248,000千円

敷金・保証金 227,985千円

投資不動産 149,731千円

合計 625,717千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 895,064千円

長期借入金 1,867,972千円

合計 2,763,036千円

現金及び預金 248,000千円

敷金・保証金 52,000千円

投資不動産 146,376千円

合計 446,376千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 620,112千円

長期借入金 1,317,344千円

合計 1,937,456千円

現金及び預金 248,000千円

敷金・保証金 212,000千円

投資不動産 147,888千円

合計 607,888千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 1,144,664千円

長期借入金 2,924,740千円

合計 4,069,404千円

 　３　　　　　　─────

 

　３　保証債務

金融機関借入の保証

 　３　　　　　　─────

 

上海藤尾餐飲管理有限公司 31,215千円

小計 31,215千円

リース会社に対するリース債務の保証

フランチャイズ加盟店

（法人　８件）

 

16,727千円

小計 16,727千円

　外貨建保証債務については中間会計期間

末の為替レートにより換算しております。

 ※４　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

 ※４　消費税等の取扱い

同左

 ※４　　　　　　─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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 ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,496千円

賃貸収入 103,158千円

受取利息 3,435千円

賃貸収入 116,248千円

受取利息      3,785千円

賃貸収入    226,427千円

※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 ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 51,221千円

賃貸収入原価 84,675千円

支払利息 86,438千円

賃貸収入原価 89,075千円

支払利息      116,943千円

賃貸収入原価      179,859千円

 ※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  ※３　          ─────　　　　　

投資有価証券売却益 21,122千円

受取立退料 16,825千円

受取和解金 30,000千円  

※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 ※４　特別損失のうち主要なもの

店舗解約損 88,503千円

加盟契約解除損 13,500千円

減損損失 174,417千円

店舗解約損 280,183千円 減損損失 314,351千円

※５　減損損失 ※５　　　　　　───── ※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。

　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。

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び工
具器具備品、
その他

兵庫県１件

大阪府２件

千葉県１件

遊休資産
工具器具備
品

大阪府

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び工
具器具備品、
その他

大阪府６件

兵庫県１件

東京都１件

千葉県１件

遊休資産
工具器具備
品

大阪府

　当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主に店舗を基本

単位とした資産グルーピングを行って

おり、遊休資産については物件単位で

資産グルーピングを行っております。

　その結果、継続して営業損失を計上

している店舗について建物及び工具器

具備品等の資産グループ及び遊休状態

にあり今後の使用の目処が立っていな

い資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額109,417千

円を減損損失として特別損失に計上し

ております。

　この他、今後収益の獲得が見込めな

いと認められた長期前払費用の未償却

残高65,000千円を全額減額し、減損損

失として特別損失に計上しております。

固定資産の種類
減損損失の金額

（千円）

建物 57,895

工具器具備品 11,423

リース資産 33,146

長期前払費用 65,000

その他 6,952

 合計 174,417

　なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しております

が、割引前将来キャッシュ・フローが

マイナスであるため、割引計算は行っ

ておりません。

　当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主に店舗を基本

単位とした資産グルーピングを行って

おり、遊休資産については物件単位で

資産グルーピングを行っております。

　その結果、継続して営業損失を計上

している店舗について建物及び工具器

具備品等の資産グループ及び遊休状態

にあり今後の使用の目処が立っていな

い資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額188,217千

円を減損損失として特別損失に計上し

ております。

　この他、今後収益の獲得が見込めな

いと認められた長期前払費用の未償却

残高126,133千円を全額減額し、減損損

失として特別損失に計上しております。

固定資産の種類
減損損失の金額

（千円）

建物 122,342 

工具器具備品 16,439 

リース資産 41,154 

長期前払費用 126,133 

その他 8,280 

 合計 314,351 

　なお、当資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しております

が、割引前将来キャッシュ・フローが

マイナスであるため、割引計算は行っ

ておりません。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  ６　減価償却実施額   ６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 196,706千円

無形固定資産 4,210千円

長期前払費用 23,089千円

有形固定資産      429,446千円

無形固定資産      8,462千円

長期前払費用     43,021千円

有形固定資産      537,887千円

無形固定資産      10,439千円

長期前払費用       80,954千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（自　平成18年１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

前事業年度末　　　
株式数

当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間　　
減少株式数

当中間会計期間末
株式数

発行済株式

普通株式（注） 20,843 23,713 － 44,556

合計 20,843 23,713 － 44,556

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式数の増加23,713株は、株式分割による増加20,843株、有償一般募集による新株の発行による

増加1,800株、第三者割当による新株の発行による増加160株、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加

910株であります。

 ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 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

提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権（注）１
－  －  － － － －

合計 － － － － － －

 （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

 　　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３月29日

定時株主総会
普通株式 41,686 2,000 平成17年12月31日 平成18年３月30日
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　当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19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

前事業年度末株式数
当中間会計期間増加
株式数

当中間会計期間減少
株式数

当中間会計期間末株
式数

発行済株式

普通株式（注） 44,750 100 － 44,850

合計 44,750 100 － 44,850

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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

 ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 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

提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権（注）
－ － － － － －

合計 － － － － － －

 （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

 　　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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 67,125 1,500 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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　前事業年度（自　平成18年１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

前事業年度末株式数
当事業年度増加株式
数

当事業年度減少株式
数

当事業年度末株式数

発行済株式

普通株式（注） 20,843 23,907 － 44,750

合計 20,843 23,907 － 44,750

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式数の増加23,907株は、株式分割による増加20,843株、有償一般募集による新株の発行による

増加1,800株、第三者割当による新株の発行による増加160株、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加

1,104株であります。

 ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 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

提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権（注）
－  　－ 　－ － － －

合計 － － － － － －

 （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３月29日

定時株主総会
普通株式 41,686 2,000 平成17年12月31日 平成18年３月30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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 67,125 利益剰余金 1,500 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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６月30日現在）

現金及び預金勘定 3,771,497千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△439,418千円

現金及び現金同等

物
3,332,079千円

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 4,270,090千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△439,459千円

現金及び現金同等

物
3,830,630千円

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 4,252,825千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△439,419千円

現金及び現金同等

物
3,813,405千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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、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、減損損失相当

累計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)

建物 1,998 864 － 1,134

工具
器具
備品

1,585,085 641,636 33,146 910,302

ソフ
トウ
エア

7,300 6,218 － 1,081

合計 1,594,384 648,719 33,146 912,517

 
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)

建物 31,206 10,484 － 20,722

工具
器具
備品

2,003,403 948,116 39,801 1,015,485

ソフ
トウ
エア

2,300 2,261 － 38

合計 2,036,910 960,861 39,801 1,036,246

 
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)

建物 20,194 7,796 － 12,397

工具
器具
備品

1,802,022 720,098 94,254 987,669

ソフ
トウ
エア

7,300 6,948 － 351

合計 1,829,516 734,843 94,254 1,000,418

(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

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

１年内 302,369千円

１年超 629,131千円

合計 931,501千円

リース資産減損勘定

の残高
31,713千円

１年内 366,119千円

１年超 693,250千円

合計 1,059,369千円

リース資産減損勘定

の残高
16,132千円

１年内 332,134千円

１年超 670,888千円

合計 1,003,022千円

リース資産減損勘定

の残高
30,743千円

(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

(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 152,951千円

リース資産減損勘

定の取崩額

1,433千円

減価償却費相当額 142,510千円

支払利息相当額 12,496千円

減損損失 33,146千円

支払リース料 204,205千円

リース資産減損勘

定の取崩額

14,610千円

減価償却費相当額 189,680千円

支払利息相当額 17,008千円

支払リース料  332,827千円

リース資産減損勘

定の取崩額

10,411千円

減価償却費相当額 308,672千円

支払利息相当額 28,400千円

減損損失 41,154千円

(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
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 10,022 10,000 △22

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,022 10,000 △22

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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 267,395 270,191 2,795

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 58,653 58,189 △463

合計 326,049 328,380 2,331

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

(１)その他有価証券  

非上場株式 21,600

(２)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 40,000

株式会社フジオフードシステム(2752)　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 31 －



当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 10,009 10,000 △9

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,009 10,000 △9

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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 430,520 392,471 △38,049

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 4,847 6,483 1,635

合計 435,367 398,954 △36,413

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

(１)その他有価証券  

非上場株式 9,300

(２)子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 28,885
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前事業年度末（平成18年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 10,016 10,000 △16

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 10,016 10,000 △16

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 346,208 306,348 △39,859

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 4,847 6,235 1,387

合計 351,055 312,583 △38,472

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 21,300

(2）子会社株式及び関連会社株式  

子会社株式 47,235

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

株式会社フジオフードシステム(2752)　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 33 －



（ストック・オプション等関係）

　前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 １　ストック・オプションの内容及び規模

 　　当中間会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
 当社の取締役及び監査役　７名

 当社従業員　　　　　　　97名

ストック・オプションの付与数（注）  普通株式　1,500株

付与日  平成18年４月17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、監査役又は従業員等の地位を有しているものとする。ただし、

当社の取締役、監査役を任期満了で退任した場合、又は従業員等を

定年により退職した場合にはこの限りではない。

対象勤務期間  なし

権利行使期間
 平成20年４月１日から平成25年３月30日まで（行使請求期間の最終

日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日が最終日となる。）

権利行使価格（円）  555,402

付与日における公正な評価単価（円）  －

 （注）株式数に換算して記載しております。

　当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 １　ストック・オプションの内容及び規模

 　　当中間会計期間において付与したストック・オプションはありません。

　前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 １　ストック・オプションの内容及び規模

 　　当事業年度において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
 当社の取締役及び監査役　７名

 当社従業員　　　　　　　97名

ストック・オプションの付与数（注）  普通株式　1,500株

付与日  平成18年４月17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、監査役又は従業員等の地位を有しているものとする。ただし、

当社の取締役、監査役を任期満了で退任した場合、又は従業員等を

定年により退職した場合にはこの限りではない。

対象勤務期間  なし

権利行使期間
 平成20年４月１日から平成25年３月30日まで（行使請求期間の最終

日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日が最終日となる。）

権利行使価格（円）  555,402

付与日における公正な評価単価（円）  －

 （注）株式数に換算して記載しております。
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（持分法損益等）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度においては、関連会社が存在しないため、該当事項はありませ

ん。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 69,902円37銭

１株当たり中間純利益 7,332円54銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

6,996円06銭

　当社は、平成18年２月20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１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

38,954円39銭 45,721円92銭

１株当たり中間
純損失

１株当たり当期
純利益

1,402円42銭 4,658円71銭

－
潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益

 4,456円86銭

１株当たり純資産額 80,390円78銭

１株当たり中間純利益 3,494円46銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益

3,406円07銭

１株当たり純資産額 78,303円82銭

１株当たり当期純利益 16,218円92銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

15,615円33銭

　当社は、平成18年２月20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１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

前事業年度

１株当たり純資産額

45,721円92銭

１株当たり当期純利益

4,658円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

4,456円86銭

　（注）　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。
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前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
（自　平成18年１月１日 
 至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 309,162 156,508 704,691

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)
309,162 156,508 704,691

期中平均株式数（株） 42,163 44,788 43,449

    

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） 2,028 1,162 1,679

　　（うち新株予約権） (2,028) (1,162) (1,679)

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

　平成18年３月29日の定

時株主総会決議による新株

予約権1,500個。

 新株予約権

 新株予約権１種類（新株

予約権の数1,500個）

新株予約権

 新株予約権１種類（新株

予約権の数1,500個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ─────  ───── １．株式分割による新株式の発行

　平成17年10月24日開催の取締役会にお

いて、次のように株式分割による新株式

発行の決議をいたしました。

 (1) 株式分割の概要

①分割により増加する株式数　　　

　　普通株式　20,843株　

②分割方法

平成17年12月31日（ただし、当日

は名義書換代理人の休業日につき、

実質上は平成17年12月30日）最終

の株主名簿及び実質株主名簿に記

載の又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

もって分割します。　　　　　　

　　　　　　

 (2) 効力発生日　平成18年２月20日

 (3) 配当起算日　平成18年１月１日

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株当たり情報並びに当期首

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　 

25,968円43銭

 １株当たり純資産額　

45,721円92銭

 １株当たり当期純利益

　　384円04銭

 １株当たり当期純利益 

4,658円71銭

 潜在株式調整１株当た

り当期純利益 

       　  375円72銭

 潜在株式調整１株当た

り当期純利益

           4,456円86銭
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ─────  ───── ２．新株予約権（ストックオプション）

の発行

 平成18年３月29日開催の定時株主総会

において、商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づき、ストックオプショ

ンとして新株予約権を発行することを決

議いたしました。発行する新株予約権の

概要は以下のとおりであります。

 (1)新株予約権の目的となる株式の種類、

数当社普通株式　1,500株

 (2)新株予約権の総数　 1,500個

 （新株予約権１個当たりの目的となる

株式数１株）

 (3)付与対象者の区分及び人数

 当社の取締役及び監査役並びに従業

員等

 (4)新株予約権の発行価額　　 無償とす

る

 (5)新株予約権の権利行使期間 

 平成20年４月１日から平成25年３月

30日まで

 (6)新株予約権行使時の払込金額

　新株予約権発行日の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を除く）

の大阪証券取引所（ヘラクレス市場）

における当社普通株式の終値平均値、

発行日における終値（当日取引がない

場合はその日に先立つ直近日の終値）

の何れか高い金額に1.05を乗じた金額

とし、１円未満の端数は切り捨てるも

のとする。また、当社が株式分割又は

併合を行う場合、次の算式により目的

となる株式数を調整するものとする。

但し、かかる調整は、本新株予約権の

うち、当該時点において行使されてい

ない本新株予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の生じる１株

未満の端数についてはこれを切り捨て

るものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・

併合の比率 

  時価を下回る価格で新株を発行しよう

とするときには、次の算式により発行価

額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後

払込金額＝

調整前

払込金額×

既発行株式数＋

新規発行株式数×

１株当たり払込金

額

分割・新規発行前

の株価

既発行株式数＋分割・新規発行によ

る増加株式数
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５．その他
（1）役員の異動

（1）新任取締役（平成19年６月25日付）

 新役職名 氏名 旧役職名 

取締役 野口幹雄  （社外）取締役
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