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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 6,597 13.2 650 5.2 668 16.9 381 15.7

18年６月中間期 5,829 22.8 618 76.6 571 55.3 329 62.8

18年12月期 13,087 － 2,081 － 2,057 － 1,176 －

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 39 55 39 54

18年６月中間期 34 61 34 30

18年12月期 122 96 122 29

（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 10,029 6,941 69.2 720 32

18年６月中間期 9,215 6,234 67.7 648 24

18年12月期 9,959 6,862 68.9 713 76

（参考）自己資本 19年６月中間期 6,941百万円 18年６月中間期 6,234百万円 18年12月期 6,862百万円

(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 287 △1,008 △299 1,528

18年６月中間期 575 △150 △133 2,075

18年12月期 1,878 △766 △347 2,548

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 25 00 35 00 60 00

19年12月期 30 00 －

19年12月期（予想） － 30 00 60 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 14,200 8.5 2,250 8.1 2,270 10.3 1,310 11.4 135 93

－ 1 －



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６月中間期 9,644,554株 18年６月中間期 9,621,554株 18年12月期 9,621,554株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 8,024株 18年６月中間期 4,470株 18年12月期 7,224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、26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

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異

なる結果となる可能性があります。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、３ページ「1.経営成績

(1)経営成績に関する分析」を参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等を背景に緩やかな景気回復が続き底堅

く推移いたしました。

　このような状況の下で、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のテーマであります“We make people 

happy” 「アイスクリームを通じて人々に幸せを。」をスローガンに消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品

を提供し、業績の向上に取り組んでまいりました。

　今年度のマーケティング施策としては、毎年好評を得ておりますアメリカンキャラクターの「スヌーピー」を使っ

た販売促進活動を実施するとともに、4月より本格派チョコレートアイスクリームのトリプルチョコレートパッション

のおいしさをメインとしたフレーバーのバラエティさを訴求したテレビコマーシャルを放映いたしました。

　さらにレギュラー・スモールのいずれのサイズに関わらず、ダブルのコーン・カップをお買い上げのお客様全員に

1スクープをプレゼントする「チャレンジ・ザ・トリプル　キャンペーン」を例年同様実施いたしました。この期間に

もテレビコマーシャルで「チャレンジ・ザ・トリプル」を大々的に告知いたしました。

　また、5月9日の「アイスクリームの日」を記念して全国809店舗で夕方の2時間、ユニセフへの募金をしてくださっ

たお客様全員にレギュラーシングルコーンを1つプレゼントする「フリースクープナイト」を実施いたしました。

　店舗開発の状況といたしましては、新しい店舗を66店開設するとともに、既設店舗の改装を15店実施いたしました。

その結果、当中間会計期末の店舗数は853店となりました。

　製品開発の面では、ニューフレーバーを毎月登場させたほか、フローズンフロート、サンデー、クレープにおいて

11種類の新製品を発表し拡販を図りました。

　以上の結果、売上高は65億97百万円（前年同期比13.2%増）となりました。

　売上原価は24億96百万円（前年同期比15.8%増）、売上原価率は37.8%（前年同期0.8ポイント増）となりました。こ

れは主として売上高の増加と、外国為替の円安に伴う輸入原料の調達費用増加によるものであります。

　販売費及び一般管理費は、主として店舗数の増加により運賃及び倉庫料が増加（1億13百万円増）しております。そ

の結果、営業利益6億50百万円（前年同期比5.2%増）、経常利益6億68百万円（前年同期比16.9%増）、中間純利益3億

81百万円（前年同期比15.7%増）となりました。

　通期の見通しにつきましては、売上高142億円、営業利益22億50百万円、経常利益22億70百万円、当期純利益13億10

百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 

  当中間会計期間末の資産残高は100億29百万円となり、前事業年度末に比べ69百万円増加いたしました。これは主に

フランチャイジー店の店舗数増加（前事業年度末805店、当中間会計期間末848店）による売掛金の増加（3億39百万

円）、たな卸資産の増加（2億67百万円）と、富士小山工場の冷凍倉庫の改修による建物の増加（3億円）、機械及び

装置の増加（1億87百万円）、および有形固定資産への投資等により現金及び預金が減少（10億20百万円）したことに

よるものであります。

　負債残高については、30億87百万円となり、前事業年度末に比べ9百万円の減少となりました。これは主に店舗数の

増加によりアイスクリーム生産量が増加したため、その原料仕入等に対する買掛金（1億26百万円）、未払金（2億7百

万円）の増加と、法人税等の納付による未払法人税等の減少（2億43百万円）があったためであります。

　純資産残高については69億41百万円となり、前事業年度末に比べ79百万円の増加となりました。これは主に繰越利

益剰余金の増加（44百万円）によるものであります。

② 当期のキャッシュ・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は、前中間会計期末に比べ5億46百万円減少し、当中間会計期間末残高

は15億28百万円（前年同期比26.3％減）となりました。

　営業活動から得られた資金は、2億87百万円(前年同期比50.0％減）となりました。これは主に税引前中間純利益が

6億59百万円、減価償却費が4億51百万円、仕入債務の増加額が1億26百万円、未払金の増加額が2億81百万円あったほ

か、売上債権の増加額が3億37百万円、たな卸資産の増加額が2億67百万円と法人税等の支払額が5億8百万円あったた

めであります。

　投資活動に使用した資金は10億8百万円（前年同期比568.0％増）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出が7億26百万と長期前払費用の取得による支出が1億92百万円あったためであります。

　財務活動に使用した資金は2億99百万円（前年同期比123.5％増）となりました。これは主に配当金の支払が3億14百

万円あったためであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主への利益還元を重視し、安定した配当政策を実行して行きたいと考えております。

　当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

また、内部留保金につきましては、フランチャイズ店の店舗用設備の購入資金として活用してまいります。

　このような基本方針に基づき、変化の激しい経済情勢や業績などを考慮し、株主各位のご期待に沿うよう努めてま

いります。

　なお、中間配当につきましては、当中間会計期間の業績が前会計年度の決算短信で発表いたしました業績予想を上

回る増収増益となりましたので、1株当たり30円を実施する予定であります。

 

(4）事業等のリスク

① 製品の安全性について

　当社では、安全・安心を第一としたより良い商品を通して、お客様に常に満足と感動を感じていただけるアイスク

リーム専門店チェーンの本部を目指しており、HACCP（危害分析重要管理点）を忠実に実行し、品質管理体制を強化し

ております。しかし、予見不可能な原因により製品の安全性に疑義が生じ、製品回収や製造物責任賠償が生じた場合

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 為替動向に関するリスク

　当社では、輸入原材料を原料全体の30％程度使用しており、一部デリバティブ取引によるヘッジ等を行い為替の安

定に努めておりますが、為替が急激に円安に振れるような事態が発生した場合は、輸入原材料の高騰が考えられ、そ

の結果、売上原価が悪化し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③ 異常気象の発生

　当社は事業の特性上、売上が天候に左右される傾向にあります。従いまして冷夏等の異常気象が発生した場合、当

社の業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社の主な事業内容は、アイスクリームの製造及び直営店での顧客への販売並びにフランチャイジーに対するアイス

クリームの販売及び店舗用設備の賃貸をするとともに、小売売上高の一定率と、フランチャイズ契約締結時に一時金を

ロイヤルティとして受取っております。関係会社との関係は次のとおりであります。

　当社は関係会社（その他の関係会社）であるバスキン・ロビンス・フランチャイズド　ショップス　エルエルシーと

「ライセンス及び技術援助契約」を締結しており、日本国内におけるアイスクリーム類の製造・販売並びにフランチャ

イズ方式によるアイスクリーム販売の組織化及び運営に関するノウハウの提供を受けております。売上高の一定率をロ

イヤルティとして同社に支払っております。また、当社は、バスキン・ロビンス・フランチャイズド　ショップス　エ

ルエルシーと台湾国内における「テスト契約」を締結し、台湾において店舗を開発する排他的権利の提供を受けており

ます。

　また、当社は関係会社（その他の関係会社）である㈱不二家との間に、バスキン・ロビンス３１アイスクリーム小売

店の運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他の

フランチャイジーと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売

売上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。さらに、同社より一部直営店舗の賃借及び原料の購入をして

おります。

　また、当社は関係会社である㈱不二家の子会社（関連当事者）である不二家乳業㈱から原料を購入し、不二家テクノ

㈱へ店舗用図面の設計を委託し、㈱不二家フードサービスとの間に、バスキン・ロビンス３１アイスクリーム小売店の

運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他のフラ

ンチャイジーと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売上

高の一定率をロイヤルティとして受取っております。

　以上述べた企業集団における概要図は次のとおりであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、昭和48年設立以来、高品質で楽しく夢のあるアメリカンタイプのアイスクリームを紹介し、市場のパイオ

ニアとして今日のアイスクリームブームを創出してまいりました。

　世界50カ国以上、5,400店にも及ぶサーティワンアイスクリームのネットワークの中で、当社はアメリカに次ぐ重要

な市場として、北海道から沖縄まで、全国に850店以上もの店舗展開をする日本最大規模のアイスクリーム専門店チェー

ンを築くに至っております。このような成長を遂げることができたのは、サーティワンアイスクリームファミリーの

モットーが、お客様の支持を得られたからだと考えております。それは、“We make people happy.”アイスクリーム

を通じてお客様に幸せを届けるということです。高品質でバラエティ豊かなフレーバーのラインナップに加え、たゆ

まざる新製品開発の努力、そして、チェーン店における“おもてなしの心（ホスピタリティ）”の実践にほかなりま

せん。

　以上により社会・株主・フランチャイズ店・社員の信頼と期待に応え共栄をはかることを経営の基本方針といたし

ております。

 

(2）目標とする経営指標

  当社は諸施策を実施し、下記の数値目標を達成すべく努力してまいります。

 平成 19年 12月期

売上高（百万円） 14,200

営業利益（百万円） 2,250

経常利益（百万円） 2,270

当期純利益（百万円） 1,310

 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、経営の基本方針でご案内いたしました“We make people happy.”のモットーを今後も実践すべく、ひとり

でも多くのお客様に幸せをお届けできるよう新規出店の促進、既存店舗の改装推進および更なる店舗オペレーション

の向上に努め、市場における存続と拡張を図っております。

　また、そのための生産設備体制・物流体制の効率化、本部組織体制など、これに対応すべく様々な投資も適切に実

施してまいります。

　一方、サーティワンアイスクリームの強みでもあるユニークで話題性のあるアイスクリームフレーバーを毎月日本

市場に投入し紹介していくとともに、季節感のあるサンデーの投入、バラエティ豊かなお持ち帰り商品や、工場一環

生産型のアイスクリームのラインナップ強化、各種オケージョン商品の投入など様々なお客様のニーズに応えてまい

ります。

　更に、サーティワンアイスクリームならではの全国店頭プロモーションやタイアッププロモーションを実施し、お

客様にこれまでにない楽しさや新鮮な驚きを体験していただく“マジカルモーメント”すなわち“魅惑的な瞬間”を

提供し続け、存在感をアピールしてまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  今後の経済状況の見通しにつきましては、企業収益に影響を与える為替や米国経済等の動向に注意しなければなら

ないものの、企業の設備投資の堅調な推移や個人消費の回復傾向などから、国内景気は緩やかながらも拡大基調で推

移するものと予想されます。

  当社といたしましては、引き続き消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品を提供するとともに、テレビコマー

シャルはもとより、常に新鮮な驚きと感動を創出し、お客様を魅了するマーケティングを展開すると同時に、ローコ

ストオペレーションを徹底し、売上目標、利益目標の達成に取り組み、業績の向上に邁進していく所存であります。
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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 2,075,350 1,528,865 2,548,908

２．受取手形 2,223 1,118 1,500

３．売掛金 2,028,645 2,279,098 1,939,585

４．たな卸資産 669,208 899,187 630,323

５．その他 328,557 430,771 362,541

貸倒引当金 △21,318 △17,101 △24,834

流動資産合計 5,082,666 55.2 5,121,939 51.1 5,458,024 54.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 194,002 501,100 200,593

(2）機械及び装置 346,695 508,966 321,259

(3）賃貸店舗用設備 812,211 821,598 818,131

(4）土地 226,362 226,362 226,362

(5）その他の有形固
定資産

174,735 199,650 369,818

有形固定資産合計 1,754,007 19.0 2,257,679 22.5 1,936,165 19.4

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 246,754 250,850 250,101

(2）電話加入権 17,065 17,065 17,065

無形固定資産合計 263,819 2.9 267,915 2.7 267,166 2.7

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 16,596 18,059 19,313

(2）長期前払費用 624,586 676,553 673,823

(3）敷金及び保証金 1,231,754 1,462,427 1,373,408

(4）その他 368,938 334,826 342,639

貸倒引当金 △127,267 △110,268 △111,081

投資その他の資産
合計

2,114,608 22.9 2,381,597 23.7 2,298,103 23.1

固定資産合計 4,132,435 44.8 4,907,192 48.9 4,501,435 45.2

資産合計 9,215,101 100.0 10,029,131 100.0 9,959,460 100.0
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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 447,438 491,985 365,940

２．未払金 1,126,404 1,066,084 858,735

３．未払法人税等 262,820 307,941 551,925

４．賞与引当金 65,154 68,535 64,263

 ５．役員賞与引当金 3,000 3,800 12,000

６．その他 196,288 210,287 276,018

流動負債合計 2,101,105 22.8 2,148,634 21.4 2,128,883 21.4

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 119,449 103,167 110,644

２．役員退職慰労引当
金

143,950 82,168 151,900

３．長期預り保証金 616,566 753,802 705,695

固定負債合計 879,965 9.5 939,138 9.4 968,240 9.7

負債合計 2,981,071 32.3 3,087,773 30.8 3,097,123 31.1

（純資産の部） 

Ⅰ　株主資本 

１．資本金 726,523 7.9 735,286 7.3 726,523 7.3

 ２．資本剰余金

 資本準備金 232,316 241,079 232,316

 資本剰余金合計 232,316 2.5 241,079 2.4 232,316 2.3

 ３．利益剰余金

 (1)利益準備金 168,676 168,676 168,676

 (2)その他利益剰余金

特別償却準備金 446 223 446

 別途積立金 4,140,000 4,140,000 4,140,000

 繰越利益剰余金 954,855 1,605,974 1,561,221

 利益剰余金合計 5,263,978 57.1 5,914,874 59.0 5,870,344 58.9

 ４．自己株式 △7,004 △0.0 △15,570 △0.2 △13,563 △0.1

 株主資本合計 6,215,812 67.5 6,875,669 68.5 6,815,619 68.4

 Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

2,614 2,000 3,470

 ２．繰延ヘッジ損益 15,602 63,688 43,246

 評価・換算差額等合計 18,217 0.2 65,688 0.7 46,717 0.5

 純資産合計 6,234,030 67.7 6,941,358 69.2 6,862,336 68.9

 負債純資産合計 9,215,101 100.0 10,029,131 100.0 9,959,460 100.0
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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 5,829,190 100.0 6,597,747 100.0 13,087,766 100.0

Ⅱ　売上原価 2,156,180 37.0 2,496,085 37.8 4,990,845 38.1

売上総利益 3,673,009 63.0 4,101,661 62.2 8,096,920 61.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

3,054,432 52.4 3,451,169 52.3 6,015,650 46.0

営業利益 618,577 10.6 650,492 9.9 2,081,270 15.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 39,036 0.7 29,506 0.4 82,382 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 86,296 1.5 11,888 0.2 105,804 0.8

経常利益 571,317 9.8 668,109 10.1 2,057,848 15.7

Ⅵ　特別利益  ※３ 16,788 0.3 4,128 0.1 26,998 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４ 17,613 0.3 13,012 0.2 42,254 0.3

税引前中間(当期)
純利益

570,492 9.8 659,224 10.0 2,042,592 15.6

法人税、住民税及
び事業税

※５ 241,195 278,193 856,675

法人税等調整額 － 241,195 4.1 － 278,193 4.2 9,834 866,509 6.6

中間（当期）純利
益

329,297 5.7 381,031 5.8 1,176,082 9.0
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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

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 674,707 180,500 180,500 168,676 669 4,140,000 871,362 5,180,708 △6,229 6,029,686

中間会計期間中の変動額

新株の発行 51,816 51,816 51,816       103,632

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

剰余金の配当       △237,027 △237,027  △237,027

利益処分による役員賞与       △9,000 △9,000  △9,000

中間純利益       329,297 329,297  329,297

自己株式の取得         △775 △775

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）
51,816 51,816 51,816 － △223 － 83,493 83,270 △775 186,126

平成18年6月30日　残高　（千円）

 
726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 954,855 5,263,978 △7,004 6,215,812

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成17年12月31日　残高　　　（千円） △30,421 － △30,421 5,999,264

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    103,632

特別償却準備金の取崩    －

剰余金の配当    △237,027

利益処分による役員賞与    △9,000

中間純利益    329,297

自己株式の取得    △775

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

33,036 15,602 48,639 48,639

中間会計期間中の変動額合計　（千

円）
33,036 15,602 48,639 234,766

平成18年6月30日　残高　　　（千円） 2,614 15,602 18,217 6,234,030
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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

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

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年12月31日　残高（千円） 726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 1,561,221 5,870,344 △13,563 6,815,619

中間会計期間中の変動額

新株の発行 8,763 8,763 8,763       17,526

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

剰余金の配当       △336,501 △336,501  △336,501

中間純利益       381,031 381,031  381,031

自己株式の取得         △2,006 △2,006

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）
8,763 8,763 8,763 － △223 － 44,753 44,530 △2,006 60,049

平成19年6月30日　残高　（千円）

 
735,286 241,079 241,079 168,676 223 4,140,000 1,605,974 5,914,874 △15,570 6,875,669

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成18年12月31日　残高　　　（千円） 3,470 43,246 46,717 6,862,336

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    17,526

特別償却準備金の取崩    －

剰余金の配当    △336,501

中間純利益    381,031

自己株式の取得    △2,006

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△1,470 20,442 18,971 18,971

中間会計期間中の変動額合計　（千

円）
△1,470 20,442 18,971 79,021

平成19年6月30日　残高　　　（千円） 2,000 63,688 65,688 6,941,358
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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

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

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 674,707 180,500 180,500 168,676 669 4,140,000 871,362 5,180,708 △6,229 6,029,686

事業年度中の変動額

新株の発行 51,816 51,816 51,816       103,632

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

利益処分による剰余金の

配当
      △237,027 △237,027  △237,027

剰余金の配当       △240,419 △240,419  △240,419

利益処分による役員賞与       △9,000 △9,000  △9,000

当期純利益       1,176,082 1,176,082  1,176,082

自己株式の取得         △7,334 △7,334

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）
51,816 51,816 51,816 － △223 － 689,859 689,635 △7,334 785,933

平成18年12月31日　残高　（千円）

 
726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 1,561,221 5,870,344 △13,563 6,815,619

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成17年12月31日　残高　　　（千円） △30,421 － △30,421 5,999,264

事業年度中の変動額     

新株の発行    103,632

特別償却準備金の取崩    －

利益処分による剰余金の配

当
   △237,027

剰余金の配当    △240,419

利益処分による役員賞与    △9,000

当期純利益    1,176,082

自己株式の取得    △7,334

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
33,891 43,246 77,138 77,138

事業年度中の変動額合計（千円） 33,891 43,246 77,138 863,072

平成18年12月31日　残高　　　（千円） 3,470 43,246 46,717 6,862,336

Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社(2268)  平成 19 年 12 月期中間決算短信(非連結)

－ 12 －



(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

570,492 659,224 2,042,592

減価償却費 372,073 451,131 808,924

店舗設備除去損 7,492 11,851 15,678

投資有価証券売却損 77,157 － 77,157

固定資産廃棄損 17,613 9,643 38,015

貸倒引当金の減少額 △29,008 △8,545 △41,678

賞与引当金の増加額 4,163 4,272 3,272

役員賞与引当金の増加
額
（－は減少額）

3,000 △8,200 12,000

退職給付引当金の増加
額
（－は減少額）

19,200 △7,476 10,395

役員退職慰労引当金の
増加額
（－は減少額）

7,950 △69,732 15,900

受取利息 △11,313 △975 △12,476

売上債権の増加額 △434,127 △337,821 △351,689

たな卸資産の減少額
（－は増加額）

△34,427 △267,534 12,833

仕入債務の増加額 164,581 126,044 83,083

未払金の増加額 324,637 281,347 24,977

役員賞与の支払額 △9,000 △12,000 △9,000

その他 △32,930 △36,147 △48,341

小計 1,017,554 795,082 2,681,645

利息及び配当金の受取
額

11,313 975 12,476

リース解約金の支払額 △79,387 － △104,842

法人税等の支払額 △373,820 △508,111 △710,846

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

575,661 287,947 1,878,433
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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

投資有価証券の取得に
よる支出

△8,252 △1,224 △9,527

投資有価証券の売却に
よる収入

494,210 － 494,210

有形固定資産の取得に
よる支出

△410,662 △726,505 △710,038

無形固定資産の取得に
よる支出

△25,633 △56,731 △68,872

長期前払費用の取得に
よる支出

△185,795 △192,966 △413,643

敷金及び保証金の預入
による支出

△93,621 △106,051 △256,049

敷金及び保証金の返還
による収入

5,093 10,787 20,726

貸付の回収による収
入 

37,875 7,511 46,518

長期預り保証金の受入
による収入

63,505 73,300 174,952

その他 △27,699 △16,688 △44,515

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△150,980 △1,008,569 △766,239

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

株式の発行による収入 103,632 17,526 103,632

自己株式の取得による
支出

△775 △2,006 △7,334

配当金の支払額 △236,827 △314,941 △444,224

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△133,971 △299,421 △347,926

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（－は減少額）

290,709 △1,020,043 764,266

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,784,641 2,548,908 1,784,641

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

2,075,350 1,528,865 2,548,908
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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

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

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

づく時価法を採用しておりま

す。（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。）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

　先入先出法に基づく原価法を

採用しております。

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

　個別法に基づく原価法を

採用しております。

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

販売促進用品等

　先入先出法に基づく原価

法を採用しております。

販売促進用品等

同左

販売促進用品等

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備は

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。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

　

　

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

　

建物　　　　　　　15～35年

機械及び装置　　　　　９年

賃貸店舗用設備　　５～10年

 

 

 

 

 

 

(2) 自社利用のソフトウェア

 社内おける利用可能期間（5年)

による定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(2) 自社利用のソフトウェア

同左

 

(3）長期前払費用

同左

(2) 自社利用のソフトウェア

同左 

 

(3）長期前払費用

同左

 ３．繰延資産の処理方法

新株発行費 

　支出時に全額費用として処理して

おります。

 ３．繰延資産の処理方法

新株発行費 

同左

 ３．繰延資産の処理方法

新株発行費 

同左
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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）

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売掛債権及びその他の金銭債権

の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については過去の経験等

を考慮した繰入率により、貸倒懸

念債権等の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。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額の当中間会計期間

の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務（中間会計期間末自己都合要

支給額から総合設立の厚生年金基

金による要支給額を控除した額）

及び年金資産の額に基づき、当中

間期において発生していると認め

られる額を計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務（当

期末自己都合要支給額から総合設

立の厚生年金基金による要支給額

を控除した額）及び年金資産の額

に基づき、当期において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

(4)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(4)役員賞与引当金

同左

(4)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当事業年度負担額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく中間

期間末要支給額を計上しておりま

す。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労引当金は、役員に

対する退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

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。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左
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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．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段は為替予約取引であ

ります。ヘッジ対象は原材料等の

輸入予定取引であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　外貨建輸入予定取引の為替リス

クをヘッジするために為替予約を

利用し、為替予約は輸入予定取引

の範囲内で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引すべてが将来の輸

入予定取引に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高く、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の変動率が同

一であることから、ヘッジ開始時

及びその後も継続して双方の相場

変動が相殺されるため、有効性の

評価は省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．中間キャッシュ・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。

７．中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

７．キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

８．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮払消費税等と相殺後の仮受

消費税等の金額は、流動負債の「そ

の他」に含めております。

８．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮受消費税等と相殺後の仮払

消費税等の金額は、流動資産の「そ

の他」に含めております。

８．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。
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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

れによる損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

による損益に与える影響はありませ

ん

 （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6,218,427千円でありま

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6,819,090千円でありま

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。

 

 （役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第4号平成17年11月29日）を適

用しております。これにより、営

業利益、経常利益及び税引前中間

純利益は3,000千円減少しておりま

す。

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 （役員賞与に関する会計基準）

　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。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利

益は12,000千円減少しております。

────── （有形固定資産の減価償却方法の

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

後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。

────── 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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
         3,594,944千円                  3,729,269千円             3,756,510千円

（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の

主要項目

賃貸店舗用什器売却益       －             25,123千円 52,931千円

受取利息       11,302千円             952千円            12,476千円

※２．営業外費用の

主要項目

投資有価証券売却損 77,157千円       － 77,157千円

店舗設備除去損      7,492千円           11,851千円            15,678千円

※３．特別利益の主要項目

 貸倒引当金戻入益 16,788千円       3,590千円 13,209千円

※４．特別損失の主要項目

工場設備除去損失      17千円        －            15,644千円

直営店設備除却損失      13,082千円            －            22,371千円

転貸店設備除却損失 4,514千円      8,924千円 － 

※５．法人税、住民税及び事

業税

簡便法による税効果会計を適用して

おり、当中間会計期間に係る法人税、

住民税、事業税及び法人税等調整額

は「法人税、住民税及び事業税」と

一括して記載しております。

同左 ──────

減価償却実施額 減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

有形固定資産        182,893千円               226,049千円               417,051千円

無形固定資産      29,075千円            34,845千円            60,696千円

投資その他の資産        159,937千円               190,236千円               330,665千円
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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

 普通株式（株） 9,485,554 136,000 － 9,621,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数136,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 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

 普通株式（株） 4,470 300 － 4,770

 （変動事由の概要）

　　　増加数300株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

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株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成18年3月30日

定時株主総会
普通株式 237,027 25.00 平成17年12月31日 平成18年3月31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当中間会計期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年8月22日

取締役会
普通株式 240,419 利益剰余金 25.00 平成18年６月30日 平成18年9月12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

 普通株式（株） 9,621,554 23,000 － 9,644,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数23,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 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

 普通株式（株） 7,224 800 － 8,024

 （変動事由の概要）

　　　増加数800株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

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株当たり配当金

(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 336,501 35.00 平成18年12月31日 平成19年3月30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当中間会計期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成19年8月22日

取締役会
普通株式 289,095 利益剰余金 30.00 平成19年6月30日 平成19年9月11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

 普通株式（株） 9,485,554 136,000 － 9,621,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数136,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 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

 普通株式（株） 4,470 2,754 － 7,224

 （変動事由の概要）

　　　増加数2,754株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

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株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成18年3月30日

定時株主総会
普通株式 237,027 25.00 平成17年12月31日 平成18年3月31日 

 平成18年8月22日

取締役会
普通株式 240,419 25.00 平成18年６月30日 平成18年9月12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株当たり配当金

（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 336,501 利益剰余金 35.00 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

借対照表に記載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

借対照表に記載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

に記載されている科目の金額との関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定   2,075,350千円

現金及び現金同等物 2,075,350千円

現金及び預金勘定   1,528,865千円

現金及び現金同等物   1,528,865千円

現金及び預金勘定   2,548,908千円

現金及び現金同等物   2,548,908千円
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（リース取引関係）

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）

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

83,751 38,984 44,766

ソフトウェ
ア

54,481 24,274 30,206

合計 138,232 63,259 74,972

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

71,809 38,166 33,642

ソフトウェ
ア

49,103 25,540 23,563

合計 120,912 63,706 57,205

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

68,325 33,556 34,768

ソフトウェ
ア

47,737 20,866 26,871

合計 116,062 54,422 61,639

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,215千円

１年超     51,274千円

　合計 77,490千円

１年内 26,142千円

１年超     33,389千円

　合計 59,532千円

１年内 24,695千円

１年超 39,310千円

　合計 64,005千円

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 24,860千円

減価償却費相当

額
22,312千円

支払利息相当額   2,579千円

支払リース料 14,321千円

減価償却費相当

額
13,305千円

支払利息相当額 979千円

支払リース料 39,436千円

減価償却費相当

額
35,788千円

支払利息相当額 3,723千円

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り

算定しております。

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（平成18年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 12,186 16,596 4,409

(2）その他 － － －

合計 12,186 16,596 4,409

当中間会計期間（平成19年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 14,686 18,059 3,372

(2）その他 － － －

合計 14,686 18,059 3,372

前事業年度（平成18年12月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 13,461 19,313 5,852

(2）その他 － － －

合計 13,461 19,313 5,852

（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（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

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（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

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（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

  （ストックオプション等）

　該当事項はありません。

  （企業結合等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額    648円24銭       720円32銭    713円76銭

１株当たり中間（当期）純利

益
  34円61銭     39円55銭     122円96銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
  34円30銭     39円54銭     122円29銭

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

以下のとおりであります。

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） 329,297 381,031 1,176,082

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）
329,297 381,031 1,176,082

期中平均株式数（株） 9,513,235 9,634,835 9,564,978

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） 88,151 710 51,963

（うち、旧商法280条ノ19の規定に基

づく新株引受権（ストックオプショ

ン）（株））

(88,151) (710) (51,963)

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

－ － －

（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）

該当事項はありません。

 

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）

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。
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５．その他
 

生産、受注及び販売の状況

 1.生産実績

品目

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）

 金額  金額  金額

アイスクリーム 3,866,273 5,421,172 8,851,960

シャーベット 327,070 195,279 537,598

スペシャリティデザート 340,637 413,564 737,916

合計 4,533,981 6,030,017 10,127,474

　（注）  １.金額はフランチャイジーに対する卸売価格を使用しております。

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

 

 2.受注状況

当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

 3.販売実績

品目

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）

 金額  金額  金額

 製品

アイスクリーム

 

3,919,400

 

4,574,166

 

8,901,977

シャーベット 267,069 162,273 537,882

スペシャリティデザート 289,608 335,932 731,798

クレープ 3,682 3,466 5,677

小計 4,479,761 5,075,839 10,177,336

店舗用設備賃貸収入 343,212 395,298 714,116

ロイヤルティ収入 1,006,216 1,126,609 2,196,314

合計 5,829,190 6,597,747 13,087,766

　（注）  上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

 

  4. 品目別受注状況  

       当社は受注生産を行っておりません。
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