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平成20年２月期 中間決算短信 

平成19年10月５日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 
(1) 連結経営成績 （％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８月中間期 18,296 1.4 77 △23.1 8 △90.1 △226 －
18年８月中間期 18,049 4.0 101 △73.2 87 △76.5 △70 －
19年２月期 35,952 － 217 － 146 － △149 －
 

 
１ 株 当 た り 中 間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当り
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

 円 銭 円 銭
19年８月中間期 △11 22 －
18年８月中間期 △3 49 －
19年２月期 △7 39 －

（参考） 持分法投資損益    19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 －百万円 

 
(2) 連結財政状態 

 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８月中間期 25,350 9,939 39.2 490 94
18年８月中間期 25,814 10,641 41.2 526 68
19年２月期 25,131 10,348 41.2 512 20

（参考） 自己資本    19年８月中間期 9,939百万円 18年８月中間期 10,641百万円 19年２月期 10,348百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・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８月中間期 764 △1,490 429 1,346
18年８月中間期 388 △1,050 1,101 1,642
19年２月期 303 △1,075 1,212 1,642
 
 
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
19年２月期 5 00 5 00 10 00
20年２月期（実績） 5 00 
20年２月期（予想）  5 00

10 00

 
 
３．20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 37,200 3.5 500 130.3 400 173.8 60 － 2 97

 

上 場 会 社 名 株式会社リンガーハット 上場取引所 東証一部・福証 
コ ー ド 番 号 8200 ＵＲＬ http://www.ringerhut.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名）八木康行   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 （氏名）八幡和幸 ＴＥＬ （03）5423-7380 
半期報告書提出予定日 平成19年11月20日 配当支払開始予定日  平成19年11月20日
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無  
  
(2) 中間連結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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(3) 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８月中間期 21,927,972株 18年８月中間期 21,927,972株  19年２月期 21,927,972株

 ②期末自己株式数 19年８月中間期 1,682,926株 18年８月中間期 1,722,802株 19年２月期 1,723,871株

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日） 
 (1) 個別経営成績 (％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８月中間期 7,612 △57.2 26 △53.8 △36 － △87 －
18年８月中間期 17,767 － 58 － 48 － △58 －
19年２月期 25,105 － 208 － 147 － 28 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
19年８月中間期 △4 33 
18年８月中間期 △2 91 
19年２月期 1 39 
 
(2) 個別財政状態 

 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８月中間期 24,437 10,892 44.6 538 04
18年８月中間期 25,664 11,290 44.0 558 78
19年２月期 23,967 11,162 46.6 552 50

（参考） 自己資本    19年８月中間期 10,892百万円 18年８月中間期 11,290百万円 19年２月期 11,162百万円 

 
２．20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 15,700 △37.5 210 0.6 100 △32.3 0 △100.0 0 00

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．通期の連結業績予想について、平成19年９月28日公表の業績予想からの修正はありません。 

２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の

前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績

予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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 １．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間における当社を取り巻く環境は、原油高の長期化が原材料・運賃等様々なコスト上昇へ波及し、物価

への転嫁も進んでおり、個人消費も低迷した厳しい状況が続いています。 

このような環境の下、当社グループは中期経営計画の３つの基本戦略である「人財力の拡充」「店舗力の向上」「ブランド

力の強化」に基づき、特に当中間連結会計期間においては「リンガーハット業態の業績向上のために経営資源を集中投入す

る時期」と位置づけ、昨年後半からの既存店売上高の前年割れを打開すべく「ブランド力の強化」のための新たなマーケテ

ィング施策を立ち上げました。 

すなわち、リンガーハットキャンペーンテーマ“We are the CHAM-PON”、新キャラクター「ちゃんぽんちゃん」を策定し、

「私たちは、ちゃんぽんNo.1企業として、ちゃんぽんのように皆さまに愛していただけるように、商品はもちろん、店舗、

サービスのすべてにおいて全力で努力していくことをここに誓います。」という宣言文の下、ブランド構築キャンペーンを３

月よりスタートしました。この活動は「ちゃんぽん＝リンガーハット」と再認識していただくとともに、長崎ちゃんぽんが

日常的な食べ物として認知され、リンガーハット業態のベース売上形成に資する長期的なブランド戦略として位置づけてお

ります。 

また、リンガーハットブランドの「冷凍ちゃんぽん」「冷凍皿うどん」を軸に外販事業にも取組み始めました。ＯＥＭ商品

の販売、通販・カタログ販売・ホームページ等でのオンラインショッピング、業務販売、小売販売等様々なチャネルでの販

売活動を展開しております。この取組みは、昨年来大きな投資をしてきた自社工場生産システムの有効活用と投資回収向上

を目論んでおります。 

さらに、リンガーハットの主力商品である「長崎ちゃんぽん」「長崎皿うどん」「ぎょうざ」から保存料・合成着色料を排

除し、これまで以上に安全・安心・健康に配慮した商品といたしました。 

「人財力の拡充」、「店舗力の向上」につきましては、以下の施策を実施しております。 

（１）４月に新規学卒者23名、パート・アルバイトからの正社員登用11名、７月には一般採用３名、正社員登用11名の 

   計48名の正社員採用。 

（２）ＱＳＣ（クウォリティ・サービス・クリンリネス）向上をはかるため「ＱＳＣインストラクター」をリンガー 

   ハット店舗のエリア毎に配置。 

（３）ＦＣ（フランチャイズ）ビジネスの伸張 

   既存直営店から社員フランチャイズ店へ17店舗移行（ＦＣオーナー８名増、計29名）、当中間連結会計期間末の      

   ＦＣ店舗数は49店舗。 

（４）宅配事業の展開 

   リンガーハット・浜勝の併設店舗を中心に宅配事業を進めており、当中間連結会計期間においては広島五日市、長 

   崎出島、長崎喜々津、広島宇品（浜勝単独）の４店舗を新たにスタートし、イートイン宅配併設店舗は合計８店舗  

   となりました。 

（５）新規出店は「リンガーハット」16店舗、「とんかつ浜勝」１店舗の計17店舗（前期比９店増） 

   中間連結会計期間末店舗数はリンガーハット442店舗、とんかつ浜勝101店舗、長崎卓袱浜勝１店舗の計544店 

   舗。 

（６）改造・改装はリンガーハットのＮＯＳ（ニュー･オペーレーション・システム）への転換３店舗、業態転換１店舗他、

計５店舗。 

 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は182億96百万円（前中間連結会計期間比1.4％増）、営業利益は77百万円（同

23.1％減）、経常利益は８百万円（同90.1％減）、中間純損失２億26百万円となりました。 

この利益減少の主因は、第１四半期において実施したブランドキャンペーン等への広告宣伝費投入が売上高アップにより

回収できなかったことにあります。そこで全社に亘る様々なコスト低減活動を実施した結果、第２四半期においては前年営

業利益を大幅に上回るなどの大きな効果がありましが、第1四半期をカバーするまでには至りませんでした。 

また、特別費用として不採算店舗への減損適用、保証金等の貸し倒れ損失及び繰延税金資産の取り崩しなどの当初計画外

の費用が発生したことも大きな要因となりました。 
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事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①長崎ちゃんぽん 

ブランド力強化のためにちゃんぽん業態NO.１企業としての誇りを、「ちゃんぽんちゃん」というキャラクターを通して

ＰＲし、社員全体に呼びかける活動を実施するとともに、より現実的な施策として、クーポンチラシによる客数増加対策

や500円シリーズの商品を期間限定で投入し、お客さまへの価格の手頃感の訴求を行いました。また、データベース活用

により日々のコスト管理徹底を実施した結果、第２四半期においては目標利益を達成いたしましたが、第１四半期のマイ

ナスを埋めるまでには至りませんでした。 

 この結果、売上高は128億45百万円（同2.1％増）、営業損失は24百万円となりました。 

 

②とんかつ 

お客さまに「浜勝」での食事の楽しさを提供する事を念頭において「浜勝らしさ（サービスいっぱい）実現に向けて、

一人一人が積極的に誇りをもって働こう」というスローガンのもと、店長のリーダーシップ意欲を高めるため「チャレン

ジ三ツ星浜勝」と銘打って、新たな店舗評価システムをスタートしました。一方お客さまに対しては、「FUN TO PLACE」

活動として、ひな祭り・子供の日・母の日・父の日等にイベントを実施し、お客さまと一緒に楽しめる活動を行いました。 

 おいしさの追求面では、季節商品を春・初夏・夏に分けて販促活動を実施し、特に４月から販売した「梅しそ巻き」の

とんかつが大ヒット商品に育ち、大きな売上貢献ができました。また、とんかつをよりおいしくするためのサブアイテム

である味噌汁・漬物・ドレッシングについても季節毎に内容を変更しお客さまに喜ばれています。 

 この結果、売上高は51億88百万円（同2.0％増）、営業利益は６億25百万円（同5.3％増）となりました。 

 

③和食 

「お客さまの喜びが私達の慶び」というスローガンのもと、観光・長寿祝・お宮参りの後・接待・法事など様々な利用

動機で食事されるお客さまに対し、それぞれに応じたサービスでおもてなしし、郷土料理「卓袱」を通じて、来店された

お客さまに感動される店づくりを目指し、毎日の営業時間前の継続的なサービス教育、ツーリスト・ホテル・旅館・タク

シー等のルート営業及び、創業39周年を記念した３９（サンキュー）フェアによる愛八ぶらぶら寿司の販促活動を実施い

たしました。この結果、売上高は95百万円（同0.1％減）、営業損失は８百万円となりました。 

④建築 

新店工事及び改造改装工事は、計画通り進捗しましたが、メンテナンス工事の減により目標売上高を達成することがで

きませんでした。しかし購買部門における原価低減活動により原価率を計画比2.0ポイント良化させることができました。

保険営業部門におきましては、グループ内職域及び取引先への営業活動を積極的に展開いたしました。 

この結果、売上高は13億42百万円（同29.5％減）、営業利益は49百万円（同19.4％増）となりました。 

 

通期の見通しにつきましては、売上高372億円（前連結会計年度比3.5％増）、営業利益５億円（同130.3％増）、経常利

益４億円（同173.8％増）、当期純利益60 百万円となる見込みであります。その具体策については６ページ「３．経営方

針 (4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、17 店舗の新規出店のための設備投資と、

安定株主対策のための投資有価証券の取得による支出が増加し、13億46百万円（前中間連結会計期間比２億95百万円の減

少）となりました。 

①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、７億64百万円（前中間連結会計期間比96.9％増）となりました。 

これは主に、法人税の支払額が減少したことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は、14億90百万円（前中間連結会計期間比４億40百万円の減少）となりました。 

これは主に、新規出店のための有形固定資産の取得と、投資有価証券の取得によるものです。 

③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、４億29百万円（前中間連結会計期間比61.0％減）となりました。 

これは主に、有利子負債の増加によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 

 
平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

平成19年８月

中間期 

自己資本比率（％） 46.9 49.6 43.8 41.2 39.2

時価ベースの自己資本比率 92.1 104.2 118.7 119.2 115.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 1,366.8 356.0 440.1 3,636.7 752.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 8.3 23.9 22.7 2.1 8.5

(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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、効率的な経営体制の整備と積極的な店舗展開により、継続的かつ強固な収益基盤を確立することで、株主へ安

定した利益還元を行うことと、企業の成長を 優先として経営にあたっております。 

 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ます。 

 これら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。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式１株あたり10円（中間配当５円、期末配当５円）の配当を予定

しております。 

 内部留保資金につきましては、新規出店、既存店の改造・改装及び工場設備の投資等として充当していきたいと考えて

おります。 
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２．企業集団の状況 

 

 近の有価証券報告書（平成19年５月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

 

 

３.経営方針 

 

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

 平成19年２月期決算短信（平成19年４月５日開示）により開示を行った内容から変更がないため開示を省略しておりま

す。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.ringerhut.co.jp/ 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/ 

 

(４) 会社の対処すべき課題 

 

当社グループは、中期経営計画に掲げる３つの基本戦略「人財力の拡充」「店舗力の向上」「ブランド力の強化」に取り組む

とともに、当社グループの強みである「商品力」「価格力」を生かした活動を実施してまいります。 

１．長崎ちゃんぽん事業におけるお客さまの満足度向上のため、店長・副店長に対してＱＳＣインストラクターを中心にフ

ロアコントロール能力アップのトレーニングを実施します。 

２．低投資で収益率の高いフードコートを中心に新規出店し、当下半期においてはリンガーハット11店舗（フードコート９

店・宅配専門店１店・ＳＣテナント１店）、浜勝４店舗（ロードサイド２店・ＳＣテナント１店・フードコートかつ丼専

門店１店）を計画しており、通期では32店舗〔リンガーハット27店舗（内フードコート19店）、浜勝５店舗〕を出店

する計画です。 

３．安定した収益を確保するため、当下半期においては23店舗をＦＣ店舗に転換し、期末では72店舗とする計画です。 

４．長崎ちゃんぽん事業においては第２四半期から開始したお得なクーポン折込みにより客数の回復を図りつつ、500 円シ

リーズとして販売している「コーンバターみそちゃんぽん」をはじめ新商品の開発を積極的に行ないます。 

５．とんかつ事業においては引き続き良好な経営状態をさらに高めるため、商品のバリエーション化（季節商材のこだわり

やデザート類）、保存料・合成着色料の排除並びにエコ箸の全店導入による環境対策（コスト低減効果大）を計画してい

ます。 

６．本社本部のコスト削減を一層強化するとともに、当社グループ全拠点のブロードバンド化を生かした情報の一元化・セ

キュリティ強化・コミュニケーション向上を図っていきます。 
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４．中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年８月31日） 

対前中

間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

 １．現金及び預金   1,694,916 1,389,495 △305,420  1,686,410

 ２．売掛金   128,316 255,022 126,705  142,737

 ３．たな卸資産   399,081 409,847 10,766  417,889

 ４．前払費用   342,509 434,556 92,047  299,782

 ５．繰延税金資産   128,768 43,708 △85,059  153,897

 ６．その他   240,822 449,631 208,808  366,626

   貸倒引当金   － △50,343 △50,343  △ 4,033

 流動資産合計   2,934,414 11.4 2,931,918 11.6 △2,495  3,063,310 12.2

Ⅱ 固定資産      

 １．有形固定資産      

 (1)建物及び構築物 ※1.2 7,910,677  7,815,118  7,811,075 

 (2)機械装置及び運搬具 ※1.2 557,365  575,970  494,708 

 (3)土地 ※１ 6,152,730  5,651,979  5,651,979 

 (4)建設仮勘定  1,199  14,185  192,962 

 (5)その他 ※1.2 936,312 15,558,284 60.3 877,870 14,935,124 58.9 △623,160 844,465 14,995,192 59.7

 ２. 無形固定資産      

 無形固定資産合計   254,252 1.0 358,073 1.4 103,821  371,316 1.5

 ３. 投資その他の資産      

 (1)投資有価証券  697,686  788,516  334,071 

 (2)差入保証金  1,002,304  1,023,001  1,045,321 

 (3)建設協力金  1,284,557  1,098,324  1,204,847 

 (4)敷金  2,939,169  3,010,002  2,986,201 

 (5)繰延税金資産  809,874  838,174  794,547 

 (6)その他  333,475  404,985  370,288 

 (7)貸倒引当金  － 7,067,068 27.4 △38,000 7,125,004 28.1 57,936 △33,130 6,702,147 26.7

  固定資産合計   22,879,605 88.6 22,418,202 88.4 △461,402  22,068,656 87.8

 資産合計   25,814,019 100.0 25,350,121 100.0 △463,897  25,131,967 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年８月31日） 

対前中 

間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

 １．買掛金   714,026 837,205 123,178  595,998

 ２．短期借入金 ※２  5,070,000 3,670,000 △1,400,000  4,050,000

 ３．１年内返済予定長期

借入金 
※２  2,370,728 2,743,612 372,884  2,814,146

 ４．未払法人税等   161,569 103,251 △58,317  71,075

 ５．未払消費税等   98,356 100,814 2,457  283,914

 ６．未払費用   949,700 888,657 △61,042  799,564

 ７．賞与引当金   207,335 － △207,335  －

 ８．その他   896,535 782,568 △113,967  839,113

 流動負債合計   10,468,252 40.6 9,126,109 36.0 △1,342,142  9,453,812 37.6

Ⅱ 固定負債      

 １．長期借入金 ※２  3,380,024 5,095,881 1,715,857  4,170,416

 ２．退職給付引当金   575,391 524,036 △51,354  522,664

 ３．預り保証金   301,051 208,717 △92,333  188,917

 ４．長期未払金   447,600 446,820 △ 780  447,600

 ５．その他   － 9,455 9,455  －

 固定負債合計   4,704,066 18.2 6,284,910 24.8 1,580,843  5,329,598 21.2

負債合計   15,172,319 58.8 15,411,020 60.8 238,701  14,783,410 58.8

 （純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

 １．資本金   5,028,962 19.5 5,028,962 19.8 －  5,028,962 20.0

 ２．資本剰余金   5,044,470 19.5 5,053,958 19.9 9,488  5,044,552 20.1

 ３．利益剰余金   2,357,821 9.1 1,850,055 7.3 △507,766  2,177,990 8.7

 ４．自己株式   △1,929,226 △7.5 △1,884,806 △7.4 44,420  △1,930,888 △7.7

 株主資本合計   10,502,027 40.7 10,048,169 39.6 △453,858  10,320,616 41.1

Ⅱ 評価・換算差額等      

   その他有価証券評

価差額金 
  139,672 0.5 △109,068 △0.4 △248,740  27,939 0.1

 評価・換算差額等合計   139,672 0.5 △109,068 △0.4 △248,740  27,939 0.1

純資産合計   10,641,700 41.2 9,939,101 39.2 △702,599  10,348,556 41.2

負債純資産合計   25,814,019 100.0 25,350,121 100.0 △463,897  25,131,967 100.0

      

 



  

株式会社リンガーハット（8200）平成 20 年２月期 中間決算短信 

- 9 - 

(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

対前中

間期比

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   17,868,682 100.0 17,942,658 100.0 73,975  35,543,956 100.0

Ⅱ 売上原価   5,157,244 28.9 5,596,645 31.2 439,401  10,406,402 29.3

   売上総利益   12,711,438 71.1 12,346,012 68.8 △365,425  25,137,554 70.7

Ⅲ その他の営業収入   181,044 1.0 353,448 2.0 172,404  408,521 1.1

   営業総利益   12,892,482 72.2 12,699,461 70.8 △193,021  25,546,075 71.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  12,791,464 71.6 12,621,815 70.3 △169,648  25,328,964 71.3

   営業利益   101,017 0.6 77,645 0.4 △23,372  217,111 0.6

Ⅴ 営業外収益     

 １．受取利息  8,197  7,877 16,225 

 ２．受取配当金  6,510  7,452 8,831 

 ３．受取賃貸料  27,738  － 27,738 

 ４．その他  8,241 50,687 0.3 12,093 27,423 0.2 △23,264 26,430 79,226 0.2

Ⅵ 営業外費用     

 １．支払利息  54,368  86,515 125,467 

 ２．その他  9,642 64,011 0.4 9,860 96,376 0.5 32,365 24,796 150,264 0.4

   経常利益   87,694 0.5 8,692 0.0 △79,001  146,073 0.4

Ⅶ 特別利益     

 １．収用に伴う補償金  －  52,095 － 

 ２．投資有価証券売却益  332,203  － 526,373 

 ３．二酸化炭素排出抑制

対策事業等補助金 
 －  48,937 － 

 ４．その他  7,000 339,203 1.9 1,408 102,440 0.6 △236,762 22,187 548,560 1.5

Ⅷ特別損失     

 １．前期損益修正損  －  21,740 － 

 ２．固定資産売却損 ※２ 9,569  － 10,131 

 ３．固定資産除却損 ※３ 153,467  44,090 289,866 

 ４．退店による損失  62,917  31,855 78,470 

 ５．減損損失 ※４ －  34,019 － 

 ６．貸倒引当金繰入額  －  51,180 33,130 

 ７．台風による災害損害

金 
 －  － 12,528 

 ８．リース契約中途解約

金 
 －  － 19,437 

 ９．その他  85,048 311,003 1.7 1,521 184,406 1.0 △126,597 81,633 525,199 1.5

   税金等調整前中間（

当期）純利益又は当

期純損失(△) 

  115,894 0.6 △73,272 △0.4 △189,167  169,435 0.5

   法人税、住民税及び

事業税 
 123,556  68,219 190,280 

   法人税等調整額  62,901 186,457 1.0 85,422 153,641 0.9 △32,816 128,523 318,804 0.9

   中間（当期）純損失   70,563 △0.4 226,914 △1.3 △156,350  149,369 △0.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８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 
 
 平成18年２月28日残高（千円） 5,028,962 5,044,433 2,529,415 △1,927,762 10,675,049

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △101,030  △101,030

 中間純損失 △70,563  △70,563

 自己株式の取得 △1,581 △1,581

 自己株式の処分 37 117 154

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
 

 
中間連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ 37 △171,594 △1,464 △173,021

 
平成18年８月31日残高 

（千円） 
5,028,962 5,044,470 2,357,821 △1,929,226 10,502,027

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
 平成18年２月28日残高（千円） 339,162 － － － 339,162 － － 11,014,211

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当（注）    △101,030

 中間純損失    △70,563

 自己株式の取得    △ 1,581

 自己株式の処分    154

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
△199,489 － － － △199,489 － － △199,489

 
中間連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△199,489 － － － △199,489 － － △372,511

 
平成18年８月31日残高 

（千円） 
139,672 － － － 139,672 － － 10,641,700

（注）平成18年５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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当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８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 
 
平成19年２月28日残高（千円） 5,028,962 5,044,552 2,177,990 △1,930,888 10,320,616

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △101,020  △101,020

 中間純損失 △226,914  △226,914

 自己株式の取得 △1,952 △1,952

 自己株式の処分 9,406 48,034 57,440

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
 

 
中間連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ 9,406 △327,935 46,081 △272,447

 
平成19年８月31日残高 

（千円） 
5,028,962 5,053,958 1,850,055 △1,884,806 10,048,169

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
平成19年２月28日残高（千円） 27,939 － － － 27,939 － － 10,348,556

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当（注）    △101,020

 中間純損失    △226,914

 自己株式の取得    △ 1,952

 自己株式の処分    57,440

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
△137,008 － － － △137,008 － － △137,008

 
中間連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△137,008 － － － △137,008 － － △409,455

 
平成19年８月31日残高 

（千円） 
△109,068 － － － △109,068 － － 9,939,101

（注）平成19年５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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前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

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 
 
 平成18年２月28日残高（千円） 5,028,962 5,044,433 2,529,415 △1,927,762 10,675,049

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △101,030  △101,030

 剰余金の配当 △101,025  △101,025

 当期純損失 △149,369  △149,369

 自己株式の取得 △3,465 △3,465

 自己株式の処分 118 339 458

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
 

 
連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ 118 △351,425 △3,126 △354,432

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
5,028,962 5,044,552 2,177,990 △1,930,888 10,320,616

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
 平成18年２月28日残高（千円） 339,162 － － － 339,162 － － 11,014,211

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当（注）    △101,030

 剰余金の配当    △101,025

 当期純損失    △149,369

 自己株式の取得    △ 3,465

 自己株式の処分    458

 株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
△311,222 － － － △311,222 － － △311,222

 
連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△311,222 － － － △311,222 － － △665,655

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
27,939 － － － 27,939 － － 10,348,556

（注）平成18年５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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日）

対前中 

間期比 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間(当期)純利益又は中間

純損失 
 115,894 △73,272 △189,167 169,435

 減価償却費  741,041 769,051 28,010 1,535,457

 減損損失  － 34,019 34,019 －

 賞与引当金の減少(△)額  △97,856 － 97,856 △305,191

 退職給付引当金の増加・減少(△)額  23,957 1,371 △22,585 △28,769

 役員退職慰労引当金の減少(△)額  △402,070 － 402,070 △402,070

 貸倒引当金の増加額  － 51,180 51,180 37,163

 受取利息及び受取配当金  △14,708 △15,329 △621 △25,057

 支払利息  54,368 86,515 32,147 125,467

 投資有価証券売却益  △332,203 － 332,203 △526,373

 有形固定資産売却損  9,569 － △9,569 10,131

 有形固定資産除却損  153,467 44,090 △109,377 289,866

 退店による損失  33,107 31,855 △1,252 36,960

 売上債権の増加(△)・減少額  665 △112,284 △112,950 △13,754

 たな卸資産の増加(△)・減少額  △103,102 8,042 111,144 △121,910

 仕入債務の増加額  144,553 241,207 96,653 26,525

 未払消費税等の増加・減少(△)額  △8,767 △246,718 △237,950 7,048

 その他の流動資産の増加(△)額  △163,568 △150,424 13,143 △54,666

 その他の流動負債の増加・減少(△)額  118,258 220,706 102,448 △241,096

 長期未払金の増加・減少(△)額  447,600 △780 △448,380 447,600

 預り保証金の増加・減少(△)額  － 19,800 19,800 △114,031

 その他  △1,882 △19,925 △18,043 9,354

    小計  718,325 889,103 170,778 862,090

 利息及び配当金の受取額  6,667 7,757 1,089 9,210

 利息の支払額  △57,076 △90,338 △33,261 △147,737

 法人税等の支払額  △279,476 △41,604 237,872 △420,137

営業活動によるキャッシュ・フロー  388,439 764,918 376,478 303,425
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日）

対前中 

間期比 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（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  △7,800 △22,800 △15,000 △13,550

 定期預金の払戻による収入  105,000 23,400 △81,600 120,000

 有形固定資産の取得による支出  △1,445,509 △949,963 495,545 △2,395,598

 有形固定資産の売却による収入  151 － △151 753,508

 投資有価証券の取得による支出  △157,073 △610,314 △453,240 △259,484

 投資有価証券の売却による収入  489,826 － △489,826 962,891

 建設協力金等の貸付による支出  △149,056 △158,067 △9,011 △322,857

 建設協力金等の回収による収入  160,254 276,447 116,193 310,042

 その他  △46,311 △49,334 △3,022 △230,917

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,050,519 △1,490,631 △440,112 △1,075,965

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  1,190,000 △380,000 △1,570,000 170,000

 長期借入による収入  1,100,000 2,500,000 1,400,000 3,400,000

 長期借入金の返済による支出  △1,086,342 △1,645,069 △558,727 △2,152,532

 自己株式の売却による収入  154 57,440 57,286 458

 自己株式の取得による支出  △1,581 △1,952 △370 △3,465

 配当金の支払額  △101,030 △101,020 10 △202,056

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,101,200 429,398 △671,801 1,212,404

Ⅳ現金及び現金同等物の増加・減少(△)額  439,120 △296,314 △735,434 439,864

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,202,945 1,642,810 439,864 1,202,945

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,642,066 1,346,495 △295,570 1,642,810
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

1 連結の範囲に関する事項 1 連結の範囲に関する事項 1 連結の範囲に関する事項 

子会社１社、リンガーハット開発株式

会社を連結の範囲に含めております。 

 子会社４社は全て連結の範囲に含めて

おります。 

連結子会社名 

 リンガーハットジャパン株式会社 

 浜勝株式会社 

 卓袱浜勝株式会社 

 リンガーハット開発株式会社 

 

 子会社４社は全て連結の範囲に含めて

おります。 

連結子会社名 

 リンガーハットジャパン株式会社 

 浜勝株式会社 

 卓袱浜勝株式会社 

 リンガーハット開発株式会社 

 なお、当社は平成18年９月１日付をも

って会社分割を実施し持株会社制へと移

行し、リンガーハットジャパン㈱、浜勝

㈱及び卓袱浜勝㈱を設立しております。

2 持分法の適用に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社に該当する

会社はありません。 

同 左 同 左 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 3 連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社１社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。 

 連結子会社４社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。 

 連結子会社４社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

4 会計処理に関する事項 4 会計処理に関する事項 4 会計処理に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 たな卸資産 

 主として月別移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 主として定率法（ただし、平成10年４

月１日以降取得の建物及び建物付属設備

（建物とみなされる造作物のみ）につい

ては定額法）を採用しております。 

 また、平成11年３月１日以降取得した

取得価額 10 万円以上 20 万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法

を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券 

 時価のあるもの 

        同 左        

 

 

 時価のないもの 

        同 左 

 たな卸資産 

        同 左        

 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

       同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 たな卸資産 

 主として月別移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

       同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウエア（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)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率法に

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

能見込額を計上することとしておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間は該当する

ものがないため、貸倒引当金は計上して

おりません。 

 

賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

（追加情報） 

当中間連結会計期間より当社及び連結

子会社は給与規定の改定を行い、賞与支

給対象期間を以下のとおり変更いたしま

した。 

支給対象期間 

変更前 

  冬季賞与 

   ４月１日から９月30日まで 

  夏季賞与 

   10月１日から３月31日まで 

変更後 

  冬季賞与 

   ９月１日から２月28日まで 

  夏季賞与 

   ３月１日から８月31日まで 

なお、当中間連結会計期間においては

その移行措置として冬季賞与の支給対象

期間を平成 18 年４月から平成19 年２月

までの11ヶ月といたしました。 

この変更の結果、当中間連結会計期間

は従来の支給対象期間によった場合と比

較して経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ 172,779 千円増加してお

ります。 

無形固定資産 

        同 左 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率法に

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

能見込額を計上することとしておりま

す。 

 

 

 

 

       ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

        同 左 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

        同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

       ―――――― 

 

（追加情報） 

当連結会計期間より当社及び連結子会

社は給与規定の改定を行い賞与支給対象

期間を以下のとおり変更いたしました。 

支給対象期間 

変更前 

  冬季賞与 

   ４月１日から９月30日まで 

  夏季賞与 

   10月１日から３月31日まで 

変更後 

  冬季賞与 

   ９月１日から２月28日まで 

  夏季賞与 

   ３月１日から８月31日まで 

 これにより、当連結会計年度より賞与

引当金の計上は不要となっております。

この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は 369,149 千円増

加しております。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計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、当中間連結

会計期間末に発生していると認められる

額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(３年)による定額法によ

り按分した額を翌連結会計年度より損益

処理することとしております 

 

役員退職慰労引当金 

   ―――――― 

（追加情報） 

当社は従来、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく要支給額を

役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成18年４月５日開催の取締

役会において、役員退職慰労金制度の廃

止を決議し、平成 18 年５月 25 日開催の

定時株主総会において、役員の退職時に

取締役、監査役に対し、役員退職慰労金

制度廃止時までの在任期間に応じた役員

退職慰労金を支給することが決議されま

した。 

これに伴い、当該総会までの期間に対

応する役員退職慰労金相当額 418,310 千

円を固定負債の「長期未払金」として計

上しております。 

 

(4)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

 

(5)その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

       同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)重要なリース取引の処理方法 

       同 左 

 

 

 

 

 

(5)その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる事項 

消費税等の会計処理 

       同 左 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計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。 

 なお、数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(３年)による定額法によ

り按分した額を翌連結会計年度より損益

処理することとしております 

 

 

 

       ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)重要なリース取引の処理方法 

       同 左 

 

 

 

 

 

(5)その他連結財務諸表作成のための基

本となる事項 

消費税等の会計処理 

       同 左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

5 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

5 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

5 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

       同 左  連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

（会計処理方法の変更） 

 従来、原材料及び商品等の運送費なら

びにテイクアウト商品の包材等の補助材

料費は、販売費一般管理費として処理し

ておりましたが、物流コストの上昇や販

売チャネルの拡大に伴う包材原価を適正

に把握することなどの重要性が増したた

め、売上原価として処理することに変更

いたしました。 

この変更により、従来の方法によった

場合と比べ、売上原価は 457,246 千円増

加し、売上総利益ならびに販売費及び一

般管理費は同額減少しておりますので、

経常利益及び税金等調整前中間純利益に

与える影響はありません。 

      ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運賃及び補助材料費） 

 従来、原材料及び商品等の運送費なら

びにテイクアウト商品の包材等の補助材

料費は、販売費及び一般管理費として処

理しておりましたが、物流コストの上昇

や販売チャネルの拡大に伴う包材原価を

適正に把握することなどの重要性が増し

たため、売上原価として処理することに

変更いたしました。 

この変更により、従来の方法によった

場合と比べ、売上原価は 982,292 千円増

加し、売上総利益ならびに販売費及び一

般管理費は同額減少しておりますので、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

      ―――――― 

 

 

      ―――――― 

 

 

（賃貸事業売上高） 

 従来、保有賃貸物件にかかる賃料収入

については営業外収益で計上し、その対

応する費用は販売費及び一般管理費で計

上しておりましたが、当連結会計年度よ

り持株会社制に移行し事業子会社の営業

支援を主たる事業として展開することと

なったため、賃料収入についてはその他

の営業収入に計上する方法に変更してお

ります。 

 この変更により、従来の方法に比べ営

業利益は 7,887 千円増加し、営業外収益

は同額減少いたしました。なお、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与える

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） 

 当中間連結会計期間より、「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

10,641,700千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則によ

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） 

 当連結会計年度より、「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

10,348,556千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当連結会計年度における貸借対照表の純

資産の部については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 



  

株式会社リンガーハット（8200）平成 20 年２月期 中間決算短信 

- 20 - 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

      ―――――― 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

 平成 19 年度の法人税法の改正（（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

の減価償却の方法を、改正後の法人税法

に基づく方法と同一の方法に変更してお

ります。 

 この変更により、従来の方法に比べ販

売費及び一般管理費は 11,447 千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前中間純損失は同額減少しております。

      ―――――― 

 

       ―――――― （中間損益計算書） 

 従来、フランチャイズオーナー店へ移

行する際の開店支援金収入については営

業外収益として会計処理をしておりまし

たが、フランチャイジー募集活動による

営業活動の成果をより明確にするため、

当中間連結会計期間よりロイヤリティ収

入としてその他の営業収入に計上する方

法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法に比べそ

の他の営業収入及び営業利益は11,247千

円増加し、営業外収益は同額減少してお

りますので、経常利益及び税金等調整前

中間純損失に与える影響はありません。

       ―――――― 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

――――――       ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書） 

「その他の営業収入」は前連結会計年

度までは「売上高」に含めて表示してお

りましたが、当連結会計年度より独立科

目として区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「売上高」に

含まれている「その他の営業収入」は

221,145千円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 

１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額 

15,786,120千円 

 

１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額

16,128,162千円

 

１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額 

15,615,673千円

 
２ 担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産  

建物及び構

築物 

178,241千円（34,099千円） 

機械装置及

び運搬具 

  805  （   805  ） 

土地 2,357,864 （ 112,746  ） 

その他   207 （   207  ） 

合計 2,537,118 （ 147,858  ） 

 

担保付債務  

短期借入金 4,570,000千円（769,000千円） 

一年以内返済

予定の長期借

入金 

1,818,728  （   ―  ） 

長期借入金 2,906,024  （   ―  ） 

合計 9,294,752  （769,000  ） 

 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並びに当

該債務を示しております。 

２ 担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産  

建物及び構

築物 

165,872千円（31,906千円）

機械装置及

び運搬具 

  805  （   805  ）

土地 2,357,864 （ 112,746  ）

その他   207 （   207  ）

合計 2,524,748 （ 145,665  ）

 

担保付債務  

短期借入金 3,670,000千円（450,000千円）

一年以内返済

予定の長期借

入金 

2,098,012  （120,000  ）

長期借入金 3,698,281  （ 75,000  ）

合計 9,466,293  （645,000  ）

 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並びに当

該債務を示しております。 

２ 担保に供している資産並びに担保付

債務は次のとおりであります。 

担保資産  

建物及び構

築物 

171,795千円（32,960千円）

機械装置及

び運搬具 

  805  （   805  ）

土地 2,357,864 （ 112,746  ）

その他   207 （   207  ）

合計 2,530,672 （ 146,719  ）

 

担保付債務  

短期借入金 3,650,000千円（450,000千円）

一年以内返済

予定の長期借

入金 

2,132,146  （120,000  ）

長期借入金 2,597,416  （135,000  ）

合計 8,379,562  （705,000  ）

 上記の内（ ）内書は工場財団抵当並びに当

該債務を示しております。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

給料手当 5,713,406千円 

賞与引当金繰入額 196,048千円 

退職給付費用 50,715千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 

18,360千円 

賃借料 1,895,156千円 

水道光熱費 913,515千円 

減価償却費 620,559千円 

   

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。  

給料手当 5,567,471千円

退職給付費用 44,691千円

賃借料 2,006,866千円

水道光熱費 915,234千円

減価償却費 647,476千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

給料手当 11,332,463千円

退職給付費用 84,018千円

役員退職慰労引当

金繰入額 

18,360千円

賃借料 3,837,002千円

水道光熱費 1,851,260千円

減価償却費 1,298,233千円 

※２ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 9,199千円 

※２ 固定資産売却損の内訳 

      ―――――― 

※２ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 10,131千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 122,272千円

機械装置及び運搬具 5,432 

その他 25,762 

 計 153,467  

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 37,082千円

機械装置及び運搬具 793 

その他 6,213 

 計 44,090  

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 186,523千円

機械装置及び運搬具 15,147 

その他 88,195 

 計 289,866   

      ―――――― ４．減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グル

ープ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。 

 当社グループは、キャッシュ・フロー

を生み出す 小単位として店舗を基本単

位としてグルーピングをしております。

 上記店舗については、遠隔地店舗また

は自社競合による収益性の低下により事

業資産の回収可能性が認められなくなっ

たものであり、帳簿価額の全額及びリー

ス料残高を減損損失として計上しており

ます。 

場所 用途 金額 種類 

東京、
広島 

直営
店舗

34,019 
 千円 

建物、 
リース
資産等 

      ―――――― 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８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 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 21,927,972 － － 21,927,972

 合計 21,927,972 － － 21,927,972

自己株式   

 普通株式 1,721,826 1,081 105 1,722,802

 合計 1,721,826 1,081 105 1,722,802

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,081株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少105株は単元未満株の買増請求による

売渡であります 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結 

会計年度末 

当中間連結 

会計期間増加

当中間連結 

会計期間減少

当中間連結 

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

 

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

(千円) 
基準日 効力発生日 

平成18年5月25日 

定時株主総会 
普通株式 101,030 5.00 平成18年２月28日 平成18年５月25日

 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの 

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 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年10月5日 

取締役会 
普通株式 101,025 利益剰余金 5.00 平成18年８月31日 平成18年11月20日
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当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８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 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 21,927,972 － － 21,927,972

 合計 21,927,972 － － 21,927,972

自己株式   

 普通株式 1,723,871 1,932 42,877 1,682,926

 合計 1,723,871 1,932 42,877 1,682,926

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,932株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少42,877株のうち177株は単元未満株の

買増請求による売渡であり、42,700株はストック・オプションの権利行使に伴う減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結 

会計年度末 

当中間連結 

会計期間増加

当中間連結 

会計期間減少

当中間連結 

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

 

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19年5月24日 

定時株主総会 
普通株式 101,020 5.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日

 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間後となるもの 

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

当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年10月５日 

取締役会 
普通株式 101,225 利益剰余金 5.00 平成19年８月31日 平成19年11月20日
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前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 21,927,972 － － 21,927,972

 合計 21,927,972 － － 21,927,972

自己株式   

 普通株式 1,721,826 2,348 303 1,723,871

 合計 1,721,826 2,348 303 1,723,871

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,348株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少303株は単元未満株の買増請求による

売渡であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結 

会計年度末 

当連結 

会計年度増加

当連結 

会計年度減少

当連結 

会計年度末 

当連結会計 

年度末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

 

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5月25日 

定時株主総会 
普通株式 101,030 5.00 平成18年２月28日 平成18年５月25日

平成18年10月5日 

取締役会 
普通株式 101,025 5.00 平成18年８月31日 平成18年11月20日

 

(２)基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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5月24日 

定時株主総会 
普通株式 101,020 利益剰余金 5.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

現金及び現金同等物の期末残高と中間連

結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８月31日現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成19年８月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成19年２月28日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定 1,694,916 

預入期間が３ケ月を

超える定期性預金 
△ 52,850 

現金及び現金同等物

の中間期末残高 
1,642,066 

  

（千円）

現金及び預金勘定 1,389,495 

預入期間が３ケ月を

超える定期性預金 
△43,000 

現金及び現金同等物

の中間期末残高 
1,346,495 

 

（千円）

現金及び預金勘定 1,686,410 

預入期間が３ケ月を

超える定期性預金 
△43,600 

現金及び現金同等物

の期末残高 
1,642,810 

 

 

 

（リース取引関係） 

 

リース取引に関する注記事項については中間決算短信おける開示の重要性が大きくないと考えられるため、開示を省略します。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  当社グループは満期保有目的の債券で時価のある有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

株式 434,529 668,487 233,957

債券 － － －

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

その他 － － －

合計 434,529 668,487 233,957

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 28,171

 その他 1,028

計 29,199

 

 

当中間連結会計期間末（平成19年８月31日） 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当社グループは満期保有目的の債券で時価のある有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

株式 824,359 715,291 △109,068

債券 － － －

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

その他 － － －

合計 824,359 715,291 △109,068

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 72,171

 その他 1,053

計 73,224
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前連結会計年度末（平成19年２月28日） 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当社グループは満期保有目的の債券で時価のある有価証券を保有していないため、該当事項はありません。 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 258,045 304,846 46,800

債券 － － －

 国債・地方債等 － － －

 社債 － － －

 その他 － － －

その他 － － －

合計 258,045 304,846 46,800

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 28,171

 その他 1,053

計 29,224
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（デリバティブ取引関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成

19年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 

  当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至  平成18年８月31日） 

 

長崎 

ちゃんぽん 

（千円） 

とんかつ 

（千円） 

和食 

（千円） 

建築 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高    

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
12,585,198  5,086,430 95,496 282,601 18,049,726  －  18,049,726 

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － 1,621,428 1,621,428  （1,621,428） － 

計 12,585,198  5,086,430 95,496 1,904,029 19,671,155  （1,621,428） 18,049,726 

営業費用 12,527,668  4,492,811 104,354 1,862,305 18,987,140  （1,038,431） 17,948,709 

営業利益 57,530  593,618 △ 8,857 41,723 684,014  （582,996） 101,017 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

 長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

 とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

 和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

 建築 ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 584,109 千円であり、その主なものは、親会

社本社の総務、人事及び経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 

長崎 

ちゃんぽん 

（千円） 

とんかつ 

（千円） 

和食 

（千円） 

建築 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高    

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
12,845,284  5,188,394 95,390 167,037 18,296,107  －  18,296,107 

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － 1,175,755 1,175,755  （1,175,755） － 

計 12,845,284  5,188,394 95,390 1,342,792 19,471,862  （1,175,755） 18,296,107 

営業費用 12,869,573  4,563,216 104,232 1,292,971 18,829,994  （611,532） 18,218,461 

営業利益 △24,289  625,178 △ 8,841 49,821 641,868  （564,223） 77,645 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

 長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

 とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

 和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

 建築 ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 566,629 千円であり、その主なものは、親会

社本社の総務、人事及び経理部門等管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至  平成19年２月28日） 

 

長崎 

ちゃんぽん 

（千円） 

とんかつ 

（千円） 

和食 

（千円） 

建築 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高    

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
25,291,256  9,985,198 194,048 481,974 35,952,478  －  35,952,478 

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － 3,015,392 3,015,392  （3,015,392） － 

計 25,291,256  9,985,198 194,048 3,497,367 38,967,870  （3,015,392） 35,952,478 

営業費用 25,154,966  8,843,703 206,952 3,401,177 37,606,800  （1,871,433） 35,735,366 

営業利益 136,289  1,141,494 △12,904 96,189 1,361,070  （1,143,958） 217,111 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

 長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

 とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

 和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

 建築 ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,148,325 千円であり、その主なものは、親

会社本社の総務、人事及び経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成

19年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成

19年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 

 

１株当たり純資産額 526円68銭 

１株当たり中間純損失 3円49銭 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。

  

 

１株当たり純資産額 490円94銭

１株当たり中間純損失 11円22銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり中間純損失が

計上されているため記載しておりません。

  

 

１株当たり純資産額 512円20銭

１株当たり当期純損失 7円39銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載しておりません。

  

   

  

 (注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 10,641,700 9,939,101  10,348,556 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 

－ －  － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 10,641,700 9,939,101  10,348,556 

期末の普通株式の数（株） 20,205,170 20,245,046  20,204,101 

  

 (注)２．１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日）

１株当たり中間（当期）純損失  

 中間（当期）純損失（千円） 70,563 226,914  149,369 

 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）純損失 

（千円） 

70,563 226,914  149,369 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 20,205 20,217  20,205 

  

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純損失 

 

 中間（当期）純損失調整額（千円） － －  － 

 普通株式増加数（千株） － －  － 

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）純損失の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 

 



  

株式会社リンガーハット（8200）平成 20 年２月期 中間決算短信 

- 33 - 

 

５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 
事業の種類別 

セグメント 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

長崎ちゃんぽん事業 1,629,430 69.7 1,781,840 70.2 3,326,983 70.8

とんかつ事業 708,304 30.3 755,228 29.8 1,374,856 29.2

合計 2,337,735 100.0 2,537,068 100.0 4,701,839 100.0

(注)１．金額は製造原価によっております。 

  ２．「和食事業」並びに「建築事業」は生産設備を有していないため生産実績はありません。 

  ３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 商品仕入実績 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 
事業の種類別 

セグメント 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

長崎ちゃんぽん事業 1,548,324 63.0 1,703,677 67.8 3,073,177 82.9

とんかつ事業 636,085 25.9 654,710 26.0 157,688 4.3

和食事業 28,386 1.2 31,474 1.3 58,447 1.6

建築事業 244,050 9.9 124,149 4.9 416,075 11.2

合計 2,456,847 100.0 2,514,011 100.0 3,705,389 100.0

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注状況 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 
事業の種類別 

セグメント 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

建築事業 260,512 － 140,349 － 434,882 －

合計 260,512 － 140,349 － 434,882 －

(注)１．「建築事業」を除く事業については店舗の販売予測に基づく生産を行っておりますので該当事項はありません。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(4) 販売実績 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日  

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日） 事業の種類別 

セグメント 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 
構成比（％,

） 

長崎ちゃんぽん事業 12,585,198 69.7 12,845,284 70.2 25,291,256 70.3

とんかつ事業 5,086,430 28.2 5,188,394 28.4 9,985,198 27.8

和食事業 95,496 0.5 95,390 0.5 194,048 0.5

建築事業 282,601 1.6 167,037 0.9 481,974 1.3

合計 18,049,726 100.0 18,296,107 100.0 35,952,478 100.0

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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６．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

対前中 

間期比 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

 １．現金及び預金  1,634,768  1,195,627  1,526,791 

 ２．売掛金  91,355  202,923  112,431 

 ３．たな卸資産  321,150  225,960  235,581 

 ４．その他  690,366  878,382  476,058 

 ５．貸倒引当金  －  △50,343  △4,033 

 流動資産合計   2,737,640 10.7 2,452,550 10.0 △ 285,090  2,346,829 9.8

Ⅱ 固定資産      

 １．有形固定資産      

 (1)建物  7,028,333  7,014,321  6,952,120 

 (2)工具器具及び備品  926,819  275,960  239,558 

 (3)土地  6,352,844  5,834,594  5,834,594 

 (4)その他  1,576,245  1,478,603  1,611,268 

 有形固定資産合計   15,884,243 61.9 14,603,479 59.8 △1,280,763  14,637,541 61.1

   無形固定資産      

 ２．無形固定資産   273,617 377,618 104,000  390,783

 ３．投資その他の資産      

 (1)投資有価証券  697,686  788,516  334,071 

 (2)関係会社株式  300,000  530,000  530,000 

 (3)差入保証金  1,002,304  1,023,001  1,045,321 

 (4)建設協力金  1,284,557  1,098,324  1,204,847 

 (5)敷金  2,953,780  3,024,594  3,000,795 

 (6)その他  530,435  577,440  510,594 

 (7)貸倒引当金  －  △38,000  △33,130 

 投資その他の資産合計   6,768,764 26.4 7,003,876 28.7 235,111  6,592,499 27.5

 固定資産合計   22,926,625 89.3 21,984,975 90.0 △ 941,650  21,620,824 90.2

 資産合計   25,664,266 100.0 24,437,525 100.0 △1,226,741  23,967,654 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

対前中 

間期比 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

 １．買掛金  714,026  837,205  595,112 

 ２．短期借入金  4,970,000  3,570,000  3,970,000 

 ３．１年内返済予定長期

借入金 
 1,870,728  2,723,608  2,314,146 

 ４．未払法人税等  142,372  23,316  13,827 

 ５．未払事業所税  8,224  738  1,477 

 ６．未払消費税等  95,200  －  － 

 ７．賞与引当金  188,922  －  － 

 ８．その他  1,764,096  893,745  904,068 

 流動負債合計   9,753,571 38.0 8,048,614 32.9 △1,704,956  7,798,631 32.5

Ⅱ 固定負債      

 １．長期借入金  3,380,024  4,624,220  4,170,416 

 ２．退職給付引当金  521,410  236,703  228,924 

 ３．長期未払金  418,310  417,530  418,310 

 ４．預り保証金  300,694  208,360  188,560 

 ５．その他  －  9,455  － 

 固定負債合計   4,620,439 18.0 5,496,269 22.5 875,830  5,006,210 20.9

 負債合計   14,374,010 56.0 13,544,884 55.4 △829,126  12,804,842 53.4

      

 （純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

 １．資本金   5,028,962 19.6 5,028,962 20.6 －  5,028,962 21.0

 ２．資本剰余金      

 (1)資本準備金  5,042,231  5,042,231  5,042,231 

 (2)その他資本剰余金  2,239  11,727  2,320 

   資本剰余金合計   5,044,470 19.7 5,053,958 20.7 9,488  5,044,552 21.0

 ３．利益剰余金      

 (1)利益準備金  414,439  414,439  414,439 

 (2)その他利益剰余金      

 別途積立金  2,287,000  2,287,000  2,287,000 

 店舗拡張積立金  20,000  20,000  20,000 

 配当平均積立金  135,000  135,000  135,000 

 繰越利益剰余金  149,937  △52,844  135,806 

   利益剰余金合計   3,006,376 11.7 2,803,594 11.5 △202,781  2,992,245 12.5

 ４．自己株式   △1,929,226 △7.5 △1,884,806 △7.7 44,420  △1,930,888 △8.1

  株主資本合計   11,150,583 43.4 11,001,709 45.0 △148,873  11,134,871 46.5

 Ⅱ 評価・換算差額等      

 その他有価証券評価差

額金 
  139,672 0.5 △109,068 △0.4 △248,740  27,939 0.1

 評価・換算差額等合計   139,672 0.5 △109,068 △0.4 △248,740  27,939 0.1

 純資産合計   11,290,255 44.0 10,892,641 44.6 △397,614  11,162,811 46.6

 負債純資産合計   25,664,266 100.0 24,437,525 100.0 △1,226,741  23,967,654 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日  

 至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日）

対前中 

間期比 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   17,608,170 100.0 5,934,252 100.0 △11,673,918  23,267,545 100.0

Ⅱ 売上原価   4,913,194 27.9 5,702,481 96.1 789,287  10,333,486 44.4

   売上総利益   12,694,975 72.1 231,770 3.9 △12,463,205  12,934,059 55.6

Ⅲ その他の営業収入   158,955 0.9 1,678,565 28.3 1,519,609  1,838,158 7.9

   営業総利益   12,853,931 73.0 1,910,335 32.2 △10,943,595  14,772,218 63.5

Ⅳ 販売費及び一般管理費   12,795,749 72.7 1,883,434 31.7 △10,912,315  14,563,531 62.6

   営業利益   58,181 0.3 26,901 0.5 △31,280  208,686 0.9

１．受取利息  8,178  7,785  16,129 

２．受取配当金  6,510  7,452  8,831 

３．受取賃貸料  27,738  －  27,738 

４．その他  8,208  8,564  24,491 

  営業外収益合計   50,635 0.3 23,802 0.4 △26,833  77,190 0.3

１．支払利息  51,012  82,067  118,881 

２．その他  9,594  5,353  19,187 

  営業外費用合計   60,607 0.3 87,420 1.5 26,813  138,068 0.6

   経常利益又は経常損

失(△) 
  48,210 0.3 △36,716 △0.6 △84,926  147,808 0.6

Ⅶ 特別利益   339,203 1.9 74,378 1.3 △264,825  548,560 2.4

Ⅷ 特別損失   281,713 1.6 155,175 2.6 △126,538  455,340 2.0

  税引前中間（当期）純

利益又は税引前中間

純損失(△) 

  105,700 0.6 △117,513 △2.0 △223,213  241,028 1.0

    法人税、住民税及

び事業税 
 104,988  2,868  121,277 

    法人税等調整額  59,449 164,437 0.9 △32,751 △29,883 △0.5 △194,320 91,593 212,870 0.9

  当期純利益又は中間純

損失(△) 
  △58,736 △0.3 △87,629 △1.5 △28,893  28,157 0.1
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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３月１日 至 平成18年８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 
その他資

本剰余金 

資本剰余金

合計 

利益

準備金 別途 

積立金

店舗拡張

積立金

配当平均

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式
株主資本

合計 

 
 平成18年２月28日残高 

（千円） 
5,028,962 5,042,231 2,201 5,044,433 414,439 2,287,000 20,000 135,000 309,705 3,166,144 △1,927,762 11,311,777

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）    △101,030 △101,030 △101,030

 中間純損失    △58,736 △58,736 △58,736

自己株式の取得      △1,581 △1,581

 自己株式の処分   37 37   117 154

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 37 37 － － － － △159,767 △159,767 △1,464 △161,194

 
平成18年８月31日残高 

（千円） 
5,028,962 5,042,231 2,239 5,044,470 414,439 2,287,000 20,000 135,000 149,937 3,006,376 △1,929,226 11,150,583

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

 
 平成18年２月28日残高 

（千円） 
339,162 － － 339,162 － 11,650,940

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △101,030

 中間純損失   △58,736

 自己株式の取得   △1,581

 自己株式の処分   154

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△199,489 － － △199,489 － △199,489

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△199,489 － － △199,489 － △360,684

 
平成18年８月31日残高 

（千円） 
139,672 － － 139,672 － 11,290,255

（注）平成18年５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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当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８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 

その他資

本剰余金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 別途 

積立金

店舗拡張

積立金

配当平均

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
5,028,962 5,042,231 2,320 5,044,552 414,439 2,287,000 20,000 135,000 135,806 2,992,245 △1,930,888 11,134,871

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）    △101,020 △101,020 △101,020

 中間純損失    △87,629 △87,629 △87,629

 自己株式の取得      △1,952 △1,952

 自己株式の処分   9,406 9,406   48,034 57,440

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 9,406 9,406 － － － － △188,650 △188,650 46,081 △133,162

 

平成19年８月31日残高 

（千円） 

5,028,962 5,042,231 11,727 5,053,958 414,439 2,287,000 20,000 135,000 △52,844 2,803,594 △1,884,806 11,001,709

 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 
新株予約権 純資産合計 

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
27,939 － － 27,939 － 11,162,811

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △101,020

 中間純損失   △87,629

 自己株式の取得   △1,952

 自己株式の処分   57,440

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△137,008 － － △137,008 － △137,008

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△137,008 － － △137,008 － △270,170

 
平成19年８月31日残高 

（千円） 
△109,068 － － △109,068 － 10,892,641

（注）平成19年５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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前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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 

その他資

本剰余金 

資本剰余

金合計

利益

準備金 別途 

積立金 

店舗拡張

積立金

配当平均

積立金

繰越利益

剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

 
 平成18年２月28日残高 

（千円） 
5,028,962 5,042,231 2,201 5,044,433 414,439 2,287,000 20,000 135,000 309,705 3,166,144 △1,927,762 11,311,777

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）    △101,030 △101,030 △101,030

 剰余金の配当    △101,025 △101,025 △101,025

 当期純利益    28,157 28,157 28,157

 自己株式の取得      △3,465 △3,465

 自己株式の処分   118 118   339 458

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
     

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － 118 118 － － － － △173,899 △173,899 △3,126 △176,906

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
5,028,962 5,042,231 2,320 5,044,552 414,439 2,287,000 20,000 135,000 135,806 2,992,245 △1,930,888 11,134,871

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

 
 平成18年２月28日残高 

（千円） 
339,162 － － 339,162 － 11,650,940

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △101,030

 剰余金の配当   △101,025

 当期純利益   28,157

 自己株式の取得   △3,465

 自己株式の処分   458

 株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
△311,222 － － △311,222 － △311,222

 
事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△311,222 － － △311,222 － △488,128

 
平成19年２月28日残高 

（千円） 
27,939 － － 27,939 － 11,162,811

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 

 


