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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 3,494 12.7 393 33.2 399 27.8 205 27.5 
18年６月中間期 3,099 － 295 － 312 － 161 － 

18年12月期 6,593 － 658 － 680 － 283 － 
 
 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 19,957 98 － － 
18年６月中間期 76,840 67 － － 

18年12月期 133,146 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 

(注)平成18年６月中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成18年６月中間期の対前年中間期増減率は記

載しておりません。 
 
（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 3,411 1,782 52.3 82,607 24 
18年６月中間期 3,339 1,457 43.7 675,527 97 

18年12月期 3,527 1,578 44.7 731,412 32 

(参考) 自己資本 19年６月中間期 1,782百万円  18年６月中間期 1,457百万円  18年12月期 1,578百万円 
 
（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 328 △284 △102 503 
18年６月中間期 354 △205 △17 526 

18年12月期 835 △540 △128 561 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 

中間期末 第 ３ 
四半期末 

期 末 年 間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
18年12月期 － － － － － － － － － － 

19年12月期（実績） － － － －     
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 7,250 10.0 770 17.0 750 10.2 360 27.0 14,654 49 

（注）１株当たり当期純利益は公募株式数3,000株を含めた予定期末発行済株式数24,580株により算出し、オーバーア

ロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分（900株）は考慮しておりません。 
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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、21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 21,580株 18年６月中間期 2,158株 18年12月期 2,158株 

② 期末自己株式数 

 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株 

（注）１．１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。 

２．平成19年４月16日付をもって普通株式１株を10株に株式分割しております。 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、
多分に不確定な要素を含んでおります。 

実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 ①当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業の収益改善による設備投資の増加や雇用環境の改善、個人消費の回

復などを背景に、景気は緩やかな拡大基調が続きました。 

外食業界におきましては、ファーストフードチェーン店等で既存店売上高の上昇が見受けられましたが、食の安

全性に対する消費者の不安が懸念されるなど、依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような環境下、当社におきましては、「かつや」の直営店を１店舗、ＦＣ店を１店舗新規に出店し、その他

業態では新規に２店舗を出店しました。 

以上の結果、当中間会計期間における売上高は 3,494 百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は 393 百万円（同

33.2％増）、経常利益は 399 百万円（同 27.8％増）、中間純利益は 205 百万円（同 27.5％増）となりました。 

 

事業部門別の業績概況は以下のとおりであります。 

1)かつや直営飲食事業 

 かつや直営店におきましては、関東地区に新規に１店舗を出店したことにより、当中間期末の店舗数は 50店

舗（前期末比１店舗増）となりました。 

 以上の結果により、当中間期のかつや直営飲食事業部門の売上高は、1,976百万円（前年同期比 18.7％増）と

なりました。 

 

2)かつやＦＣ事業 

 かつやＦＣ事業におきましては、東海地区に新規に１店舗出店しましたが、退店が４店舗あったことにより、

当中間期末の店舗数は 73店舗（前期末比３店舗減）となりました。 

 以上の結果により、当中間期のかつやＦＣ事業部門の売上高は、1,118 百万円（前年同期比 1.2％減）となり

ました。 

 

3)その他直営飲食事業 

 その他直営飲食事業におきましては、期首に３店舗を閉店し、新規業態のてんぷら専門店「てんぷ亭」を関東

地区に、親会社の運営するホームセンター仙台泉店内にイタリアンカフェ「チェントペルチェント」をそれぞれ

１店舗新規に出店したことにより、当中間期末の店舗数は 11店舗（前期末比１店舗減）となりました。 

 以上の結果により、当中間期のその他直営飲食事業部門の売上高は、270 百万円（前年同期比58.4％増）とな

りました。 

 

4)その他の事業 

 その他の事業は、転貸物件の賃貸収入等であり、店舗等の賃貸契約解除に伴い物件数が２件減少したことによ

り、当中間期のその他の事業部門の売上高は、129 百万円（前年同期比 2.2％減）となりました。 

 

  ②通期の見通し 

通期の業績の予想といたしましては、景気回復傾向が持続していくものと考えられますが、原油価格等の素材価

格の高騰の影響による物価への悪影響が懸念されるなど、個人消費を取り巻く環境は楽観できないものと予想され

ます。 

このような状況下で、当社におきましては、お客様の満足度を上げるため、基本に忠実な営業を遵守していくと

ともに、消費者ニーズ及び経済環境等の変化を捉え、積極的に店舗展開を推進していく計画であります。既存店に

おきましても、引続き季節メニューの販売縮化と積極的な販促活動に取り組み、収益の確保に努めてまいります。 

以上の取り組みにより、平成 19年 12月期の通期の業績は、売上高 7,250百万円、営業利益770 百万円、経常利
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益 750 百万円、当期純利益 360 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 

（資産） 

流動資産は前事業年度末に比べ 106 百万円減少し、958 百万円となりました。 

主に現金及び預金が 58百万円減少したことと売掛金が 70百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は前事業年度末に比べ 9百万円減少し、2,453 百万円となりました。 

主に有形固定資産が 20 百万円増加したものの投資等その他の資産が 29 百万円減少したことによるものであり

ます。 

（負債） 

流動負債は前事業年度末に比べ 320 百万円減少し、1,297 百万円となりました。 

主に設備関係支払手形が151百万円減少したことと短期借入金が100百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は前事業年度末に比べ 204 百万円増加し、1,782 百万円となりました。 

主に中間純利益 205 百万円を計上したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 58百万円減少

し 503 百万円となりました。 

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、328 百万円（前年同期比 7.5％減）となりました。 

主に税引前中間純利益 353 百万円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） 

投資活動により使用した資金は、284 百万円（同 38.1％増）となりました。 

主に直営店の新規出店に関する支出で、有形固定資産の取得による支出 257 百万円と敷金・保証金の支払によ

る支出 31百万円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） 

財務活動により流出した資金は、102 百万円（同 484.6％増）となりました。 

主に短期借入金の返済による支出 100 百万円によるものであります。 

キャッシュ・フロー指標のトレンド    

指標 平成18年６月 
中間期 

平成19年６月 
中間期 

平成17年12月期 平成18年12月期 

自己資本比率（％） 43.7 52.3 39.8 44.7 

時価ベースの自己資本比率（％） － － － － 

債務償還年数（年） 1.0 0.8 1.7 0.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 250.4 139.6 114.7 241.9 

（注）１．各指標については、以下のとおり算出しております。 

・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 

（中間期については、営業キャッシュ･フローを年額に換算するため２倍にしております。） 

・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 

２．営業キャッシュ･フローはキャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使
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用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」

を使用しております。 

３．当社は、平成 18年６月中間期、平成 19年６月中間期及び平成 17年 12 月期、平成 18年 12月期は非

上場であるため、同期の時価ベースの自己資本比率については記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び今期の配当 

当社は、配当政策の基本的な考え方として、利益配分については経営基盤の強化のため将来の事業展開に備え内

部留保に留意し、安定した配当を行うことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び今後の新規出店に備え、事業活動の充実・拡充を図るための

有効投資に努めてまいる所存であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。但し、これらは当社の

事業リスクを全て網羅するものではございません。 

 

①アークランドサカモト株式会社との関係について 

当社は外食事業の経営を目的として、アークランドサカモト株式会社の 100％出資子会社として設立され、連結

子会社（本書発表日現在、アークランドサカモト株式会社が 65.9％保有）となっております。 

同社との取引は、当社の一部店舗及び同社が運営するホームセンター内のフードコート等の賃借と、当社の店舗

が同社のホームセンターで購入する消耗品の購入があります。店舗及びフードコート等の賃借取引の取引条件につ

きましては、各出店地の賃料相場を基に、それぞれの総投資額及び投資回収期間等を考慮して、両者協議の上、賃

借料を決定しております。また、消耗品の購入については、利便性を考慮して購入しているものであり、購入価格

は他の一般消費者と同等であります。 

また、本書発表日現在、当社取締役６名のうち、当社取締役会長 坂本勝司が、同社の代表取締役社長ＣＯＯ（最

高執行責任者）を兼務しております。坂本勝司については、当社設立時の代表取締役社長であり、かつ、当社の創

業者としての見地及び経営者としての高い見地から当社の業務執行に必要な意見を行うために現職に就いており

ます。 

同社は、今後も当社を連結子会社として維持する方針でありますが、同社グループにおける事業戦略等が変更さ

れた場合には、当社の業績もしくは事業展開に影響を与える可能性があります。 

 

②「かつや」への依存について 

当社の主力事業はかつや直営飲食事業及びＦＣ事業であり、当中間期における売上高の 88.6％を占めており、

また、当中間期末の店舗数におきましても、かつや店舗数 123 店（直営 50、ＦＣ73）であり、その他直営店は 11

店舗であります。今後もかつや直営飲食事業及びＦＣ事業は当社の主力事業として、積極的な新規出店を続けてま

いりますが、一方で、「かつや」に次ぐ新業態の開発を積極的に行い、多店舗化に向けた経営体制の確立を強化す

る所存であります。しかしながら、食材調達が安定的に確保できなかった場合や国内景気の悪化等により、当事業

の展開に何らかの支障が生じた場合、また、とんかつに対する消費者の嗜好に変化が生じた場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

 

③ＦＣ展開について 

当社はＦＣ加盟店（以下「加盟店」という。）による「かつや」店舗の出店を積極的に進めることを今後の事業

拡大の基本方針としております。かつやＦＣ事業は、平成 11年７月から開始しております。これと同時に、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業務委託契約を締結し、加盟店の発掘、スーパーバイジング
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による店舗運営指導等のＦＣ管理業務を同社に委託しておりました。 

しかしながら、当社がＦＣ本部としての機能を全て自社で行うことを目的に、平成 17年５月に同社との契約を

解除し、同社に委託していたＦＣ管理業務は当社が直営店経営で培ったノウハウにより、当社が独自に行うことと

しました。そのため、当社は第 13期（平成17年 12 月期）において、当該契約解除に伴うフランチャイズ業務委

託契約解除損として 147 百万円を特別損失に計上しました。 

当社は、今後のかつやＦＣ事業の発展を見据え、ＦＣ管理業務を行うＦＣ本部体制の強化に努めておりますが、

今後、ＦＣ本部体制の構築が事業拡大に伴って進展しない場合、または、加盟店の発掘、店舗物件の確保が想定ど

おり進捗せずＦＣ店舗が計画どおり出店できない場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ＦＣ加盟契約締結後の出店状況について 

当社は、ＦＣ加盟希望者とＦＣ加盟契約(以下「加盟契約」という。)を締結し、加盟契約に定めた区域（エリア）

において、当社が定める商標の使用によって加盟店が店舗を自ら開店し、経営する権限を付与しております。また、

加盟契約では、契約締結後６ヶ月以内に出店することになっており、出店場所の確保は加盟店側の責任としており

ますので、加盟店が出店場所を確保できなかった場合でも当社がその責任を負わないこと及び加盟店から収受する

ＦＣ加盟金（以下「加盟金」という。）は、理由の如何を問わず一切返還しないものと定められております。しか

しながら、第 13期（平成17年 12 月期）において、加盟契約締結後に加盟店の個別事情及び立地確保の遅れ等に

より長期間に渡って出店の目処がたたなくなり、出店意欲が著しく低い未出店の加盟契約数 68件に対して、加盟

契約に定めた区域（エリア）において出店促進が図れないことから、当該未出店の加盟店との加盟契約を合意解約

いたしました。その結果、当該期に加盟契約解除に伴う費用78百万円をフランチャイズ加盟契約解除損として特

別損失に計上しました。 

なお、加盟店から収受する加盟金の売上計上基準につきましては、第 12期（平成16年 12 月期）までは加盟金

の入金をもって売上を計上する方法によっておりました。一方、当社は前述しましたとおり、第 13 期（平成 17

年 12 月期）において、株式会社ベンチャー・リンクとのフランチャイズ業務委託契約の解除及び加盟店のうち、

出店意欲が著しく低い未出店の加盟店との加盟契約の解除を実施いたしました。このような中で、今後は自社のノ

ウハウを活かし、加盟契約を確実に出店につなげる当社主体の方針を踏まえ、第 13期（平成 17年 12月期）から

加盟店の出店時に売上を計上する方法に変更しております。また、当社は特定の区域内において店舗数を制限する

ことなく出店できる加盟契約（区域内複数出店契約）を加盟店と締結しています。この場合の加盟金の売上計上は、

当該契約に基づく契約期間（５年間）で毎月均等額を計上する方法としております。 

本書発表日現在では、加盟契約 128 件（他、区域内複数出店契約２件）のうち 54件が未出店となっております。

当該未出店となっている加盟契約 54件に関しては、各加盟店の出店意欲及び加盟金（当該未出店の加盟店から収

受した加盟金は 270 百万円）は返還しないことを改めて確認しておりますが、今後において契約解除の理由などを

考慮して当社が加盟店に対して加盟契約解除に伴う費用を支払う可能性もあり、その場合は当社の業績に影響を与

える可能性があります。 

 

⑤競合について 

当社の事業領域である外食業界では、コンビニエンスストアによる弁当、惣菜類の販売といった他産業からの参

入や大手チェーン店の急速な店舗展開等により、競争が激化しております。 

そのような中で当社は、既存商品のブラッシュアップや季節メニューの強化等、競合他社との差別化に向けた施

策を講じながら収益力の向上に努めてまいる所存であります。しかしながら、今後、他の外食業者や中食業者を含

めた競合他社との競争が更に激化した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑥食材の調達について 

当社は、豚肉、米、野菜等の食品を扱っているため、口蹄疫や鳥インフルエンザ、ＢＳＥ等の疫病の問題、また

は天候不順などによる農作物の不作や残留農薬等の問題等により食材の調達に影響を受ける可能性があります。調
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達ルートを複数確保するよう努めておりますが、食材の安定的な確保に支障が生じた場合、当社の業績に影響を与

える可能性があります。 

 

⑦店舗物件の確保について 

当社は不動産業者等からの物件情報を入手し、出店先の立地条件、賃借条件など当社の出店基準に合致した物件

への出店を決定しておりますが、当社の出店基準に合致した店舗物件の確保が想定どおり進捗せず、新規店舗が計

画どおり出店できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧人材の確保・育成について 

当社は、新規出店等の業容の拡大に伴い、社員及びパート・アルバイトの採用数の増加及びパート店長制度の充

実を図っておりますが、雇用情勢の改善、若年層の減少などにより、人材の確保及び育成が計画どおりに進捗しな

かった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨法的規制について 

1)食品衛生法 

当社が運営する各店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。「食品衛生法」は、食品の安全性確保

のため公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生

を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律であります。 

飲食店を営業するにあたっては、食品衛生責任者を置き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事

の許可を受ける必要があります。当社におきましては、自社での定期的な衛生点検に加え、専門業者による衛

生検査や細菌検査等の店舗衛生点検を直営・ＦＣ全店に対し客観的な観点から実施しており、最近話題になっ

ております期限切れ食材の使用などを起こさないよう安全な商品を消費者に提供するための衛生管理を徹底し

ておりますが、万一、食中毒等の事故が起きた場合は、この法的規制により食品等の廃棄処分、一定期間の営

業停止、営業の禁止、営業許可の取消しを命じられるというリスクがあり、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 

 

2)「中小小売商業振興法」 

当社がＦＣ展開を行う上で、「中小小売商業振興法」による規制を受けております。これにより当社のＦＣ事

業の内容やＦＣ加盟契約書の内容を記載した法定開示書面の事前交付が義務付けられております。 

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、ＦＣ加盟契約を締結しており、本書発表日現在、ＦＣ

加盟契約に関する訴訟や紛争はありませんが、加盟店からＦＣ加盟契約に関する訴訟が提起された場合、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

3)短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 

当社は飲食店を多店舗展開しているため、多くの短時間労働者を雇用しておりますが、今後、短時間労働者

への社会保険の適用基準の拡大が行われた場合には、社会保険料の増加、短時間労働者の就労希望者の減少等

により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑩敷金・保証金の回収について 

当社は賃借による出店形態を基本としております。店舗の賃借に際しては家主へ敷金・保証金を差し入れており

ます。契約に際しては、物件所有者の与信管理を慎重に行っておりますが、今後契約期間満了による退店等が発生

した際に、物件所有者の財政状態によっては回収不能となる場合があり、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 
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⑪減損会計について 

当社の店舗の営業成績に悪化が見られ、その状況の回復が見込まれない場合、固定資産及びリース資産について

減損会計を適用する場合があり、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 

当社はアークランドサカモト株式会社の子会社であり、同社は当社の株式を平成 19年６月30日現在、16,200株（議

決権比率 75.0％）所有しております。 

なお、親会社の主な事業はホームセンターの経営であり、当社との取引は、不動産の賃貸及び消耗品の購入であり

ます。 

 

 

［事業系統図］ 

当社の事業系統図は以下のとおりであります。 

 

 

スーパーバイジング 

店舗の企画・設計・施工管理 

店舗の設備・什器の販売 

食材等の販売 

飲食の提供 

飲食の提供 

(親会社) 

ロイヤルティ収入他 

不動産の賃貸 

消耗品の購入 

食材等の仕入 

店舗の賃貸 

フードコート飲食店の賃貸 

不動産の賃貸 
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３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、「永劫繁栄、成果主義、少数精鋭、不可能と思うことを可能にする挑戦」の基本理念の下、「お客様に出

来るだけ良い商品を出来るだけ安くご提供する。」をコンセプトとし、平成 10年８月に独自業態である「かつや」

を立ち上げました。今後は、新規業態と併せ店舗数拡大と更なる成長を目指してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社では、売上高経常利益率を重要な経営指標目標と考えております。具体的には低原価・低価格・高品質・高

収益を追求した新規業態の開発と「かつや」の更なる収益構造の改善を進め、現状の 10％以上の経常利益率を今

後も維持し続け、また、出店の加速と人材の育成に注力し、外食業界において利益率・成長率の高い企業を目指し

てまいりたいと考えております。 

 

(3) 中長期的な経営戦略 

当社の主力業態であります「かつや」におきましては、高品質・低価格を維持しながら、原価率を低減させる施

策を実行してまいりました。また、店舗運営におけるあらゆるコストの見直しを実施することにより、収益性が高

く、損益分岐点の低い業態に再構築できたと確信しております。今後はその収益性を活かし出店を加速し、またよ

り一層の仕入努力による品質の向上を図ってまいります。 

さらに、新業態の開発にも積極的に取り組み、「かつや」に次ぐ第二、第三の柱業態を構築し、事業規模の拡大

を図ってまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

①既存店売上高の向上について 

当社は、大手外食チェーンのとんかつ業態への参入など当社を取り巻く環境は一層厳しくなることが予想される

中、「かつや」200 店舗体制の実現と「かつや」ブランドの拡大を図るため、既存商品のブラッシュアップと季節

メニューの強化により同業他社との商品の差別化をこれまで以上に進めてまいります。また、お客様視点の営業を

重点施策と定め、妥協のない品質・接客・衛生を追求し、売上高の向上を目指してまいります。 

 

②新規業態の開発及び出店について 

当社は、主力業態である「かつや」に次ぐ業態の開発を積極的に行っております。今後は、新規業態の確立に向

けマーケティングリサーチを強化し、毎期２業態以上をテスト出店していく計画であります。その上で多店舗化に

向けたメニュー、オペレーションの確立と、出店立地の選定及び店舗の標準化を進め、「かつや」に次ぐ柱となる

業態の早期確立を目指してまいります。また、不採算店舗及び投資回収効率の低い店舗については、業態転換や退

店の判断を迅速に行い、経営資源の効率配分・財務体質強化の両面で、より一層強固な経営体制を構築してまいり

ます。 

 

③人材の確保と育成について 

当社は、持続的な成長を続けるためには、優秀な人材の確保と育成が不可欠であると認識しております。 

人材の確保については、新卒の定期採用の拡充と即戦力となる中途採用の強化であります。また、優秀なアルバ

イトを社員に登用するなど人材確保に積極的に取組んでまいります。 

人材の育成については、店舗運営の要である店長の育成強化が必須であると認識しております。早期に経営参画

意識を持ってもらうため、店舗運営を通して教育、指導を行ってまいります。また、店長を指導する立場である、

直営店を統括するエリアマネジャー、ＦＣ店を統括するスーパーバイザーの人材育成も重要であります。今後もそ

れぞれの職位に応じた、教育、研修等を通して人材育成に努めてまいります。 
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４.中間財務諸表等 

(1)【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  526,261   503,294   561,413   

２．売掛金  219,178   207,353   277,568   

３．たな卸資産  70,381   75,176   88,235   

４．その他  130,935   173,408   138,732   

貸倒引当金  △1,480   △1,200   △1,600   

流動資産合計   945,276 28.3  958,033 28.1  1,064,348 30.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物  864,690   919,459   890,514   

(2)構築物  85,239   84,715   82,978   

(3)その他  107,529   116,694   126,476   

有形固定資産合計  1,057,459   1,120,869   1,099,969   

２．無形固定資産  12,436   12,977   13,815   

３．投資その他の資産           

(1)敷金・保証金  800,366   822,446   833,648   

(2)建設協力金  386,025   364,138   375,332   

(3)その他  140,806   139,497   144,601   

貸倒引当金  △3,009   △6,337   △4,345   

投資その他の資産合計  1,324,189   1,319,745   1,349,235   

固定資産合計   2,394,085 71.7  2,453,592 71.9  2,463,020 69.8 

資産合計   3,339,362 100.0  3,411,626 100.0  3,527,369 100.0 
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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．支払手形  14,858   －   4,874   

２．設備関係支払手形  184,729   －   151,411   

３．買掛金  256,512   262,912   333,022   

４．短期借入金  720,000   500,000   600,000   

５．未払法人税等  －   197,355   168,555   

６．賞与引当金  21,594   25,953   －   

７．その他 ※２ 353,965   311,380   359,819   

流動負債合計   1,551,659 46.4  1,297,601 38.0  1,617,683 45.9 

Ⅱ 固定負債           

１．預り保証金  315,170   294,824   309,893   

２．退職給付引当金  14,743   18,766   16,713   

３．その他  －   17,769   4,692   

固定負債合計   329,913 9.9  331,360 9.7  331,298 9.4 

負債合計   1,881,572 56.3  1,628,961 47.7  1,948,981 55.3 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   177,320 5.3  177,320 5.2  177,320 5.0 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  129,562   129,562   129,562   

資本剰余金合計   129,562 3.9  129,562 3.8  129,562 3.7 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

特別償却準備金 265  －  －  

別途積立金  900,000   1,100,000   900,000   

繰越利益剰余金  247,286   375,538   369,711   

利益剰余金合計   1,147,552 34.4  1,475,538 43.3  1,269,711 36.0 

株主資本合計   1,454,435 43.6  1,782,421 52.3  1,576,594 44.7 

Ⅱ 評価･換算差額等           

１. その他有価証券 
評価差額金 

  3,354 0.1  243 0.0  1,793 0.0 

評価･換算差額等合計   3,354 0.1  243 0.0  1,793 0.0 

純資産合計   1,457,789 43.7  1,782,664 52.3  1,578,387 44.7 

負債純資産合計   3,339,362 100.0  3,411,626 100.0  3,527,369 100.0 
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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   3,099,786 100.0  3,494,284 100.0  6,593,038 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,482,929 47.9  1,545,365 44.2  3,097,303 47.0 

売上総利益   1,616,856 52.1  1,948,919 55.8  3,495,734 53.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,321,549 42.6  1,555,652 44.5  2,837,490 43.0 

営業利益   295,307 9.5  393,267 11.3  658,244 10.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,443 0.7  11,991 0.3  30,492 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,317 0.1  5,946 0.2  8,130 0.1 

経常利益   312,433 10.1  399,311 11.4  680,606 10.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  1,285 0.0  14,483 0.4  1,471 0.0 

Ⅶ 特別損失 
※４,
５ 

 35,822 1.1  60,464 1.7  192,137 2.9 

税引前中間(当期) 
純利益 

  277,895 9.0  353,330 10.1  489,939 7.4 

法人税、住民税及び
事業税 

 112,580   191,089   200,946   

法人税等調整額  3,872 116,453 3.8 △43,585 147,503 4.2 5,391 206,338 3.1 

中間(当期)純利益   161,442 5.2  205,826 5.9  283,601 4.3 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 特別償却 

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成17年12月31日残高（千円） 147,320 99,562 99,562 530 800,000 185,579 986,110 1,232,992 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 30,000 30,000 30,000 － － － － 60,000 

特別償却準備金の取崩し額 － － － △265 － 265 － － 

別途積立金の積立 － － － － 100,000 △100,000 － － 

中間純利益 － － － － － 161,442 161,442 161,442 

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) 
30,000 30,000 30,000 △265 100,000 61,707 161,442 221,442 

平成18年６月30日残高（千円） 177,320 129,562 129,562 265 900,000 247,286 1,147,552 1,454,435 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高（千円） 7,634 7,634 1,240,627 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 60,000 

特別償却準備金の取崩し額 － － － 

別途積立金の積立 － － － 

中間純利益 － － 161,442 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△4,280 △4,280 △4,280 

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
△4,280 △4,280 217,161 

平成18年６月30日残高（千円） 3,354 3,354 1,457,789 
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年12月31日残高（千円） 177,320 129,562 129,562 900,000 369,711 1,269,711 1,576,594 

中間会計期間中の変動額        

別途積立金の積立 － － － 200,000 △200,000 － － 

中間純利益 － － － － 205,826 205,826 205,826 

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) 
－ － － 200,000 5,826 205,826 205,826 

平成19年６月30日残高（千円） 177,320 129,562 129,562 1,100,000 375,538 1,475,538 1,782,421 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高（千円） 1,793 1,793 1,578,387 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立 － － － 

中間純利益 － － 205,826 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△1,550 △1,550 △1,550 

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
△1,550 △1,550 204,276 

平成19年６月30日残高（千円） 243 243 1,782,664 
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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） 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 特別償却 

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成17年12月31日残高（千円） 147,320 99,562 99,562 530 800,000 185,579 986,110 1,232,992 

事業年度中の変動額         

新株の発行 30,000 30,000 30,000 － － － － 60,000 

特別償却準備金の取崩し額 － － － △530 － 530 － － 

別途積立金の積立 － － － － 100,000 △100,000 － － 

当期純利益 － － － － － 283,601 283,601 283,601 

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) 30,000 30,000 30,000 △530 100,000 184,132 283,601 343,601 

平成18年12月31日残高（千円） 177,320 129,562 129,562 － 900,000 369,711 1,269,711 1,576,594 

 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年12月31日残高（千円） 7,634 7,634 1,240,627 

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 60,000 

特別償却準備金の取崩し額 － － － 

別途積立金の積立 － － － 

当期純利益 － － 283,601 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
△5,841 △5,841 △5,841 

事業年度中の変動額合計(千円) △5,841 △5,841 337,760 

平成18年12月31日残高（千円） 1,793 1,793 1,578,387 
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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  277,895 353,330 489,939 

減価償却費  63,226 70,930 139,806 

店舗等解約補償金  △704 △10,304 △704 

固定資産売却損  － 3,952 － 

固定資産除却損  6,202 22,507 42,791 

店舗閉鎖損失  5,039 32,013 73,242 

減損損失  15,013 － 30,409 

建設協力金消却額  － － 19,586 

賞与引当金の増加額  21,594 25,953 － 

貸倒引当金の増加額  － 1,591 1,456 

退職給付引当金の増加額  1,005 2,053 2,975 

受取利息  △2,902 △2,993 △5,972 

支払利息  1,382 2,327 3,329 

株式交付費  － 768 － 

株式上場費用  － 1,812 － 

売上債権の減少額(△増加額)  48,121 70,214 △10,268 

たな卸資産の減少額(△増加額)  17,241 13,058 △612 

その他資産の減少額  35,989 16,190 65,414 

仕入債務の増加額(△減少額)  △65,622 △70,110 10,887 

その他債務の増加額(△減少額)  1,624 △40,349 84,208 

その他  7,676 － 7,676 

小計  432,781 492,947 954,167 

利息の受取額  0 0 0 

利息の支払額  △1,417 △2,351 △3,454 

法人税等の支払額  △76,388 △162,290 △114,952 

営業活動によるキャッシュ・フロー  354,975 328,306 835,760 
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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     

有形固定資産の取得による支出  △97,979 △257,448 △351,280 

有形固定資産の売却による収入  － 485 － 

無形固定資産の取得による支出  △461 △2,093 △2,309 

敷金・保証金の支払による支出  △123,970 △31,202 △206,603 

敷金・保証金の返還による収入  16,379 5,870 19,407 

その他  90 30 210 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △205,942 △284,358 △540,575 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  △80,000 △100,000 △200,000 

預り保証金の受取による収入  4,000 7,000 16,000 

預り保証金の返還による支出  △1,000 △7,968 △4,000 

株式の発行による収入  59,541 － 59,541 

株式分割による支出  
－ 

△98 － 

株式上場に伴う支出  
－ 

△1,000 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △17,458 △102,066 △128,458 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少
額) 

 131,574 △58,118 166,726 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  394,686 561,413 394,686 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高 

※ 526,261 503,294 561,413 
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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 (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

法 その他有価証券 その他有価証券 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（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

同   左 

 

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、売却原価は総平

均法により算定） 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 商品・店舗食材・貯蔵品 商品・店舗食材・貯蔵品 商品・店舗食材・貯蔵品 

 最終仕入原価法 同   左 同   左 

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

 定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（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。 

同   左 同   左 

 建物及び構築物  10～34年 

その他の固定資産 ５～15年 

  

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 同   左 同   左 

 ただし、ソフトウェア（自社

利用分）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。 

  

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

 定額法 同   左 同   左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

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。 

同   左 同   左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)   ―――――― 
 従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、将来の支給見

込額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しております。 

同   左  

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末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。 

数理計算上の差異について

は、発生年度に損益処理して

おります。 

同   左 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異について

は、発生年度に損益処理して

おります。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同   左 同   左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成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．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

投資を含めることとしておりま

す。 

同   左 同   左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．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 

税抜方式によっております。 同   左 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） 

─────── （有形固定資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正（「所得税法等の一部を改

正する法律平成19年３月30日 法律第６号」

及び「法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号」）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基づく方

法に変更しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微

であります。 

─────── 

（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

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。これに

より税引前中間純利益は15,013千円減少して

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より、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」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は30,409千円減少してお

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より、各資産の金額から

直接控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「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

会計基準委員会 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

1,457,789千円であります。 

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

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

基準委員会 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

1,578,387千円であります。 

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。 

 

 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） 

─────── （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動負債の「その他」

に含めて表示しておりました「未払法人税

等」は、当中間会計期間において、負債純資

産合計額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。 

なお、前中間会計期間末の「未払法人税

等」は118,753千円であります。 

─────── 
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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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

563,166千円 667,021千円 622,103千円 

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

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

同   左  

 

（中間損益計算書関係）   

前中間会計期間 
（自 平成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 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 2,902千円 受取利息 2,993千円 受取利息 5,972 千円 

リベート収入 2,147 リベート収入 2,348 リベート収入 4,371  

販売協力金 11,939 販売協力金 4,768 販売協力金 13,535  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 1,382千円 支払利息 2,327千円 支払利息 3,329 千円 

たな卸資産処分損 1,594 株式交付費 768 たな卸資産処分損 2,175  

   株式上場費用 1,812    

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 

店舗等解約補償金 704千円 店舗等解約補償金 10,304千円 店舗等解約補償金 704 千円 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

固定資産除却損 6,202千円 固定資産除却損 22,507千円 固定資産除却損 42,791 千円 

店舗閉鎖損失 5,039 店舗閉鎖損失 32,013 店舗閉鎖損失 73,242  

減損損失 15,013   減損損失 30,409  

※５．減損損失 ※５．    ―――――― ※５．減損損失 

当中間会計期間に計上した減損損失

の内容は、以下のとおりであります。

 当事業年度に計上した減損損失の内

容は、以下のとおりであります。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

埼玉県 

１店舗 

営業 

店舗 
建物等 15,013 

 

 
場所 用途 種類 

減損損失 

(千円) 

埼玉県他

３店舗 

営業 

店舗 
建物等 30,409 

 
当社は、主に管理会計上の区分であ

り継続的に収支の把握を行っている店

舗を基本として、資産のグルーピング

を行っております。 

営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである１店舗において、帳簿

価額を回収可能価額まで減損し、減損

損失15,013千円（建物14,169千円、そ

の他844千円）を特別損失に計上いた

しました。 

なお、当社資産の回収可能価額は使

用価値と正味売却価額のいずれか高い

金額を採用しております。使用価値の

算出にあたっては、将来キャッシュ・

フローを３％で割り引いて算出してお

ります。また、正味売却価額について

は、実質的に売却等が困難なため零と

して評価しております。 

 当社は、主に管理会計上の区分であ

り継続的に収支の把握を行っている店

舗を基本として、資産のグルーピング

を行っております。 

営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである３店舗において、帳簿

価額を回収可能価額まで減損し、減損

損失30,409千円（建物26,699千円、構

築物1,550千円、その他2,159千円）を

特別損失に計上いたしました。 

なお、当社資産の回収可能価額は使

用価値と正味売却価額のいずれか高い

金額を採用しております。使用価値の

算出にあたっては、将来キャッシュ・

フローを３％で割り引いて算出してお

ります。また、正味売却価額について

は、実質的に売却等が困難なため零と

して評価しております。 

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 59,242千円 有形固定資産 66,633千円 有形固定資産 131,208 千円 

無形固定資産 956 無形固定資産 1,071 無形固定資産 1,861  

長期前払費用 3,027 長期前払費用 3,225 長期前払費用 6,736  
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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） 

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（株） 

当中間会計期間増加 
株式数(株) 

当中間会計期間減少 
株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 2,058 100 － 2,158 

（注）当中間会計期間の増加は、第三者割当による新株の発行によるものであります。 

 

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） 

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（株） 

当中間会計期間増加 
株式数(株) 

当中間会計期間減少 
株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 2,158 19,422 － 21,580 

（注）当中間会計期間の増加は、平成19年４月16日付をもって普通株式１株を10株に株式分割したことによるもの

であります。 

 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

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（株） 

当事業年度増加 
株式数(株) 

当事業年度減少 
株式数(株) 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 2,058 100 － 2,158 

（注）当事業年度の増加は、第三者割当による新株の発行によるものであります。 

 

（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 

現金及び預金勘定 526,261千円 現金及び預金勘定 503,294千円 現金及び預金勘定 561,413 千円 

預入期間が３ケ月を超

える定期預金 
－
 預入期間が３ケ月を超

える定期預金 
－
 預入期間が３ケ月を超

える定期預金 
－ 
 

現金及び現金同等物 526,261千円 現金及び現金同等物 503,294千円 現金及び現金同等物 561,413 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） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

 

 

取得価額

相 当 額

(千円) 

減価償却

累 計 額

相 当 額

(千円) 

減損損失

累 計 額

相 当 額

(千円) 

中 間 期

末 残 高

相 当 額

(千円) 

有形固定資産 

(その他) 
119,284 89,893 421 28,969 

無形固定資産 23,727 8,407 153 15,166 

合計 143,012 98,301 574 44,136 

  

 

 

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) 

有形固定資産

(その他) 
49,714 37,169 624 11,921 

無形固定資産 23,060 12,410 295 10,354 

合計 72,774 49,579 919 22,275 

  

 

 

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) 

有形固定資産

(その他) 
91,258 71,712 718 18,827 

無形固定資産 23,463 10,494 295 12,673 

合計 114,722 82,206 1,014 31,500 

  

(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占めるその割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(注)       同   左 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占め

るその割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

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 

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

１年内 21,077千円 １年内 12,907千円 １年内 16,330 千円 

１年超 23,059千円 １年超 9,648千円 １年超 15,345 千円 

合計 44,136千円 合計 22,555千円 合計 31,676 千円 

リース資産減損勘定

の残高 
574千円 

リース資産減損勘定

の残高 
639千円 

リース資産減損勘定の

残高 
839 千円 

(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占めるその割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(注)       同   左 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占めるその割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 13,852千円 支払リース料 9,320千円 支払リース料 25,678 千円 

リース資産減損勘定

の取崩額 
－千円 

リース資産減損勘定

の取崩額 
199千円 

リース資産減損勘定の

取崩額 
175 千円 

減価償却費相当額 13,852千円 減価償却費相当額 9,320千円 減価償却費相当額 25,678 千円 

減損損失 574千円 減損損失 －千円 減損損失 1,014 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 
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（有価証券関係） 

その他有価証券で時価のあるもの 

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） 

区分 
取得原価 
（千円） 

中間貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借
対照表計
上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

①株式 1,500 7,128 5,628 1,500 1,908 408 1,500 4,509 3,009 

②債権 － － － － － － － － － 

③その他 － － － － － － － － － 

合計 1,500 7,128 5,628 1,500 1,908 408 1,500 4,509 3,009 

 

（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） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので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） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

 

（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） 

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。 

 

（持分法損益等） 

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。 

 

（企業結合等） 

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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（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 675,527.97円 82,607.24円 731,412.32円 

１株当たり中間(当期)純利益金額 76,840.67円 19,957.98円 133,146.29円 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

当社は、平成19年４月16日付

をもって普通株式１株を10株に

株式分割しております。 

なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情

報は、以下のとおりとなりま

す。 
 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

73,141.23円 

１株当たり当期純利益金額 

13,314.63円 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在し

ないため記載しておりませ

ん。 
 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

 

 

（注）１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、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） 

中間(当期)純利益（千円） 161,442 205,826 283,601 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 161,442 205,826 283,601 

期中平均株式数（株） 2,101 10,313 2,130 

 



 

 

アークランドサービス株式会社（3085）平成19年12月期中間決算短信（非連結） 
 

－ － 
 

 

27

 

（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） 

当社が加入している日本ディ・アイ・ワ

イ、ホームセンター事業厚生年金基金の代議

員会において、当社の脱退が承認され、平成

18年10月２日付で関東信越厚生局の認可を受

け、平成18年９月19日より適用を受けており

ます。 

（公募増資） 

当社株式は、平成19年７月31日に株式会社

ジャスダック証券取引所の承認を得て、平成

19年８月30日にジャスダック証券取引所に上

場しております。当社は上場にあたり平成19

年７月31日及び平成19年８月13日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を

決議し、平成19年８月29日に払込が完了いた

しました。 

この結果、平成19年８月29日付で資本金は

456,320千円、発行済株式総数は24,580株と

なっております。 

(1)募集方法 

一般募集（ブックビルディング方式によ

る募集） 

(2)発行する株式の種類及び数 

普通株式 3,000株 

(3)発行価格 

１株につき200,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

(4)引受価額 

１株につき186,000円 

この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であ

ります。 

なお、発行価格と引受価額との差額（１

株につき14,000円）の総額は、引受人の

手取金となります。 

(5)発行価額 

１株につき161,500円 

(6)資本組入額 

１株につき93,000円 

(7)発行価額の総額 

484,500千円 

(8)払込金額の総額 

558,000千円 

(9)資本組入額の総額 

279,000千円 

(10)払込期日 

平成19年８月29日 

(11)資金の使途 

設備資金及び借入金の返済 

平成19年３月28日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。 

１．平成19年４月16日付をもって普通株式１

株を10株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数 

普通株式      19,422株 

(2)分割方法 

平成19年４月13日最終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株式数を、１株につき10株の

割合をもって分割します。 

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

及び当期首に行われたと仮定した場合の当事

業年度における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 

60,283.17円 

１株当たり当期純

利益金額 

5,771.19円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当

期純利益金額につ

いては、潜在株式

が存在しないため

記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産

額 

73,141.23円 

１株当たり当期純

利益金額 

13,314.63円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり当

期純利益金額につ

いては、潜在株式

が存在しないため

記載しておりませ

ん。 
 

 

(2)【その他】 

該当事項はありません。 
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５.事業部門別売上高 

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） 

期 別 

 

 

事 業 部 門 
金額（千円） 

構成比

(％) 
金額（千円） 

構成比

(％) 
金額（千円） 

構成比

(％) 

か つ や 直 営 飲 食 事 業 1,665,523 53.7 1,976,483 56.6 3,590,266 54.5 

か つ や Ｆ Ｃ 事 業 1,131,455 36.5 1,118,052 32.0 2,322,742 35.2 

 ロイヤルティ収入 129,472 4.2 126,509 3.6 260,099 4.0 

 加盟金売上高 21,500 0.7 10,500 0.3 41,500 0.6 

 食材等売上高 975,430 31.5 958,338 27.4 1,992,866 30.2 

 その他 5,051 0.1 22,705 0.7 28,276 0.4 

そ の 他 直 営 飲 食 事 業 170,896 5.5 270,743 7.7 388,782 5.9 

そ の 他 の 事 業 131,912 4.3 129,004 3.7 291,247 4.4 

合計 3,099,786 100.0 3,494,284 100.0 6,593,038 100.0 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先及び輸出先販売高はありません。 

 

 


