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１．平成19年８月中間期の業績（平成19年３月１日～平成19年８月31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８月中間期 2,715 79.9 76 △43.6 72 △51.7 33 △59.6

18年８月中間期 1,509  135  149  83  

19年２月期 3,504 － 259 － 280 － 140 －

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８月中間期 5,993 05 5,645 85

18年８月中間期 17,195 17 －  

19年２月期 28,838 27 －  

（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

(注）①平成18年８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８月中間期の対前年中間増減率は記載しておりません。

   ②平成18年８月中間期及び平成19年２月期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので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８月中間期 2,924 1,191 40.7 209,778 60

18年８月中間期 1,577 510 32.4 104,676 83

19年２月期 2,405 567 23.6 116,319 93

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,191百万円 18年８月中間期 510百万円 19年２月期 567百万円

(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８月中間期 195 △828 599 358

18年８月中間期 227 △365 127 324

19年２月期 430 △977 604 392

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

19年２月期 － － － － － － － － 0 00

20年２月期 － － － － － －

20年２月期（予想） － － － － － － 0 00

３．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％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 5,993 71.0 389 50.2 373 33.0 191 36.2 33,756 31

－ 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

 

(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８月中間期 5,681株 18年８月中間期 4,881株 19年２月期 4,881株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 －株 18年８月中間期 －株 19年２月期 －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、33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

１．本資料に記載され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等については、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。

２．「３．平成20年２月期の業績予想」の１株当たり予想当期純利益は、新株予約権の権利行使による増加株式数を

　　考慮しない予想期末発行済株式5,681株により算出しております。
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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などが継続し、回

復基調で推移したものの、原油価格の高騰等を要因としたさらなる原材料費の上昇懸念やアメリカ経済の先行きの不

安など不透明な部分が残る状況となっております。

こうした中で、個人消費につきましても、原油高や税制改正に伴う税負担感の増加もあり、先行きは必ずしも楽観

視できない状況にあります。

外食産業におきましては、店舗過剰による競争の激化や原材料価格及び家賃コストの上昇等に加え、食品偽装問題

や消費期限等の表示不備などにより、業界を取り巻く環境は、厳しい状況で推移しております。

　このような環境の中、当社は首都圏ターミナル駅周辺への出店を中心に、当中間会計期間において11店舗の出店を

行い、平成19年８月31日現在の店舗数及び業態数は46店舗43業態となり、更なる事業規模の拡大を図ってまいりまし

た。

　その結果、売上高は2,715百万円、経常利益は72百万円、また中間純利益は33百万円となりました。

 

②通期の見通し

　通期（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）につきましては、売上高5,993百万円、経常利益373百万円、

当期純利益191百万円となる見通しであります。

　下半期につきましては、サービス、メニュー等に付加価値をつけ、集客力の向上を図り、一方でローコスト・効率

経営を強化し、利益の確保を図っていく所存であります。

　なお、下半期における新規出店は、９月に東京都中央区銀座に琉球料理・島野菜「土の実」、Roastbeef&Pub

「Scottish Glamour（スコティッシュ グラマー）」の２店舗、10月に横浜市青葉区にフレンチビュッフェ「Brasserie 

Embrasser（ブラッセリー アンブラッセ）」を出店いたしております。

 

 (注) 業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条

件に基づいたものです。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異な

る結果となる可能性があります。

 

③売上総利益

　当中間会計期間の売上高は前中間会計期間と比較して79.9％増の2,715百万円となりました。これは既存店の売上高

が順調であったことに加え、新規出店した11店舗の売上高が増収に寄与したことによるものであります。また、売上

総利益は前中間会計期間と比較して74.9％増の2,004百万円となりました。

 

④営業利益

　販売費及び一般管理費は、前中間会計期間と比較して90.7％増の1,928百万円となりました。販売費及び一般管理費

の売上高比率は、前中間会計期間の67.0％から71.0％へと4.0％増加しております。これは、主として新規出店を11店

舗出店したことに伴う消耗品費等の計上により増加したこと等によるものであります。

　以上の結果、営業利益は前中間会計期間と比較して43.6％減の76百万円となりました。

 

⑤経常利益

　営業外収益は、前中間会計期間と比較して27.8％増の26百万円となりました。これは、主として新規出店11店舗を

行ったことに係る受取協賛金を計上したこと等によるものであります。また営業外費用は、前中間会計期間と比較し

て376.3％増の30百万円となりました。これは、主として株式上場に係る費用を計上したこと等によるものであります。

　以上の結果、経常利益は前中間会計期間と比較して51.7％減の72百万円となりました。

 

⑥中間純利益

　前中間会計期間の特別損失６百万円は、主として既存店舗の賃貸借契約改定に伴う権利金一括償却及び店舗設備解

体工事に伴う固定資産除却損の計上によるものであります。当中間会計期間の特別損失４百万円は、主として店舗設

備解体工事に伴う固定資産除却損及び原状回復費の計上によるものであります。

　以上の結果、当中間純利益は前中間会計期間と比較して59.6％減の33百万円となりました。

 

株式会社ダイヤモンドダイニング（3073）平成 20 年２月期中間決算短信（非連結）

－ 3 －



(2）財政状態に関する分析

当中間会計期間末の資産、負債、純資産の状況

①資産

当中間会計期間末における資産合計は2,924百万円となり、前事業年度末と比較して519百万円増加しております。

このうち、流動資産合計は564百万円となり、前事業年度末と比較して41百万円減少しております。減少の主な要因

は、現金及び預金が59百万円減少したこと及び売掛金が17百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産合計は2,360百万円となり、前事業年度末と比較して560百万円増加しております。増加の主な要因は、新

規出店に伴い建物が229百万円、工具器具及び備品が55百万円、差入保証金が218百万円それぞれ増加したこと等によ

るものであります。

 

②負債 

当中間会計期間末における負債合計は1,733百万円となり、前事業年度末と比較して104百万円減少しております。

このうち、流動負債合計は886百万円となり、前事業年度末と比較して94百万円減少しております。減少の主な要因

は、買掛金41百万円増加したこと及び設備未払金が159百万円減少した等によるものであります。

 

③純資産 

当中間会計期間末における純資産合計は1,191百万円となり、前事業年度末と比較して623百万円増加しております。

増加の主な要因は、公募増資のための新株発行による資本金が295百万円及び資本準備金が295百万円増加したことに

加え、利益剰余金が33百万円増加したことによるものであります。

 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における当社の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが195百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが828百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・

フローが599百万円の資金増となりました。その結果、当中間会計期間末の資金残高は、前事業年度末と比較して33百

万円減少し、当中間会計期間末には358百万円となりました。

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

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は195百万円となりました。これは、主として税引前中間純

利益を67百万円計上したほか、継続的な新規出店のための設備投資に伴い減価償却費を103百万円計上したことに加え、

仕入債務が41百万円及び未払費用が62百万円それぞれ増加したこと等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）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は828百万円となりました。これは、主として新規出店に伴う

有形固定資産の取得による支出568百万円、並びに差入保証金の差入による支出229百万円があったこと等によるもの

であります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は599百万円となりました。これは、主として公募増資のため

の新株発行による収入590百万円があったこと等によるものであります。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付

けております。当面は、内部留保の充実を基本方針として、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に備える

こととし、株主資本利益率の向上を図っていきたいと考えております。

　今後については、業績及び財務状態等を総合的に勘案しながら配当による利益還元を検討していきたいと考えており

ます。なお、当期におきましては、経営体質の強化及び新規出店に伴う設備投資等に充当するため内部留保を優先させ

ていただきたく考えております。
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(4）事業等のリスク 

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

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

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

発生しうる全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

　また、記載内容のうち将来に関する事項は、本資料の提出日現在において当社が判断したものであります。

 

①出店政策について

　当社が属している外食市場は、事業者間の激しい競争、調理済食材を家庭に持ち帰って食する中食市場の成長等の

影響により、市場全体の規模は縮小傾向にあり成熟した市場となっております。最近は、経済情勢の好転から若干明

るさが見えつつあるものの、外食事業者の既存店売上高については減少する傾向が続いている等、依然として厳しい

状況にあります。

　このような環境の中、当社は、従来の飲食事業とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわり」を基本コンセプ

トとして、独自の業態開発を進めております。今後も、店舗開発力の更なる向上、新業態の開発に積極的に取り組む

ことにより、他社との差別化を進めていく方針ではありますが、顧客満足度の高い業態を開発できなかった場合や類

似店舗の出店が相次いだ場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　当社は、高い集客が見込める都心部及び首都圏主要都市を中心に出店しており、立地条件、賃貸条件、採算性等の

観点から、出店候補地を決定しております。そのため、計画した出店数に見合った出店地を十分に確保できない可能

性もあり、その場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、商業ディベロッパーとの交渉の結果、

当社の計画した業態と異なる業態の出店を行う場合があります。当社においては、各業態によりその収益力に差異が

あるため、計画通りの店舗数を出店した場合であっても、業態構成の状況によっては、当社の業績に影響を与える可

能性があります。

　当社は、各店舗の収益力向上のため、業績の改善が見込まれない店舗については、業態変更や閉鎖を検討していく

方針でありますが、これに伴う固定資産の除却損、各種契約の解除による違約金が、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

 

②差入保証金について

　当社は、自社で物件の賃借を行い、直営で出店を行うことを基本方針としており、賃貸借契約の締結に際して家主

に差入保証金を差入れております。差入保証金の残高は平成19年８月31日現在949,321千円となっており、資産総額に

対して32.5％を占めております。

　賃貸借契約において差入保証金の全部又は一部が償却され、当社に返還されない旨が規定されている場合がありま

す。また、今後の賃貸人の経営状況等によっては、退店時に差入保証金の全部又は一部が返還されない可能性や、当

社側の都合によって賃貸借契約を中途解約する場合等には、契約の内容によっては差入保証金の全部又は一部が返還

されない可能性があり、これらが生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

　③有利子負債依存度について

　当社は、出店時における設備投資資金の一部を金融機関からの借入により調達していることから、平成19年８月31

日現在での有利子負債依存度は39.7％となっております。現在は、当該資金を主として固定金利に基づく長期借入金

により調達しているため、一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、今後借換えや新たに借

入を行う際に、資金調達コストが上昇している場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

　④食材について

　食材につきましては狂牛病や鳥インフルエンザ、輸入農産物の残留農薬等の発生により食材の安全性が消費者から

厳しく問われる状況下にあります。当社では、多様な業態を運営しているため、特定食材に依存していることはあり

ませんが、これまで以上に安全な食材の確保に取り組んでいく方針であります。

　しかしながら、食材の安全性確保に疑問が生じ、食材輸入が制限されたり、天候不順などによる農作物の不作など

で需要関係が逼迫して食材の仕入価格が上昇した場合等、食材の確保に支障が生じる事態となった場合、当社の業績

に影響を与える可能性があります。

 

　⑤代表者への依存について

　当社の代表取締役である松村厚久は、創業以来の最高経営責任者であり、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行

において極めて重要な役割を果たしております。当社では、積極的に権限委譲を進めるとともに、常勤役員を増員す

る等、経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同

氏が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。
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⑥人材の育成及び確保について

　当社は、従業員のサービス精神・発想力の強化を図るため、店舗の運営において、基本的なマニュアル統制に留め、

現場における創意工夫を行わせることにより、経営参画意識を高めております。そのため、当社は人材の育成及び確

保を経営上の重要課題であると認識しております。

　人材の育成については、サービス向上と店舗管理マネジメント、オペレーション教育を計画的に進めることが可能

となるよう、教育店舗を設定し、人材教育に努めております。また、人材の確保については、即戦力となる中途採用

に加え、将来経営幹部となる人材の確保のためにも積極的に新卒採用を進めていく方針であります。

　ただし、当社は積極的な業態開発及び店舗展開を図っていく方針であるため、充分な人材の育成及び確保が出来な

い場合には、サービスの低下による集客力の低下が生じ、また、出店計画通りの出店が困難となり、当社の業績に影

響を与える可能性があります。

 

⑦食品衛生法について

　当社では、食品衛生法の規定に基づき所管保健所より飲食店営業の営業許可を取得して、すべての店舗に食品衛生

責任者を配置しております。また、当社においては、衛生検査マニュアルに基づき、従業員の衛生管理や品質管理を

徹底するとともに、外部の専門機関による検査を実施して衛生管理体制の強化を図っております。

　本書提出日現在まで、食中毒の発生等で行政処分を受けた事例はありませんが、仮に食中毒事故等が発生した場合

には食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁止、もしくは一定期間の営業停止の処分、被害者からの損害

賠償請求、当社の信用力低下等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑧商標管理について

　当社は、多業態による店舗展開を行っており、多数の店舗ブランドを保有しているため、業態ごとのブランドを当

社事業にとって重要なものと位置付け、店舗ブランドについて、外部の弁理士を通じ調査を行った上で、商標権の出

願、登録を行っております。そのため、創業以来、第三者からの権利侵害である旨のクレーム等を受けた事例はあり

ません。今後も新規の業態の店舗出店する際には、外部の弁理士を通じて、可能な限り商標権の出願、登録を行う方

針であり、これら商標の使用権の確保及び第三者の権利侵害の回避に努めることを常に留意しております。

　反面、当社は、多数の店舗ブランドを保有しているため、少数ブランドをチェーン展開する外食企業と比較して、

商標権侵害等による係争・訴訟のリスクが相対的に高いものと認識しております。本書提出日現在、店舗ブランドに

関する問題が生じた事実はありませんが、これまでに出店した一部の業態において商標出願をしたものの審議中等の

ため、登録に至っていないケースもあり、また当社の調査内容が十分である保証はなく、当社見解が常に正当性があ

るとは保証できません。

　そのため、商標出願時における当社の調査が十分でなく、使用した商標が第三者のものと類似する等、第三者の商

標権を侵害していると認定され、その結果、商標使用差止、損害賠償等を請求される可能性は否定できず、仮にこれ

らの請求が認められた場合には、当該第三者から当社商標の使用差止、使用料及び損害賠償請求等の支払請求をなさ

れる可能性があるほか、店舗名の変更及びそれに伴う費用が生じる可能性があり、かかる場合には、当社の業績に影

響を与える可能性があります。

 

⑨個人情報データの取扱いについて

　当社は、顧客満足度向上のために多数の顧客情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護

法）」に定める「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報の取扱いに関して一定の義務を負っております。当社で

は社内規程を作成し、システム上や運用上においてこれらの情報の漏洩がないよう、データベースサーバーへのアク

セス権限者の制限やアクセス履歴管理を厳重にしております。しかしながら、人為的なミスや何らかの不正な方法等

により顧客情報が漏洩する可能性もあります。その場合には、当社の信用低下による売上の減少、当該個人からの損

害賠償請求等が招来し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑩短時間労働者について

　厚生労働省は現在新しい労働契約法や労働基準法改正案などの議論を進めております。その議論では、長時間労働

の是正のための割増率を引き上げることなどが検討されています。また、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する

法律等の関連法の改正により、短時間労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１

週間の所定労働時間に比べて短い労働者）に対する厚生年金や健康保険の適用基準を拡大することも検討されていま

す。

　当社は、多くの短時間労働者が就業しております。今後、短時間労働者に関する法的規制が変更された場合には、

当社が負担する時間外等の割増賃金や保険料の増加等により、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新株予約権の行使による株式価値の希薄化等について

　当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に従って、平成17年７月28日開催の臨時株主総会決議及

び平成18年２月23日開催の臨時株主総会決議に基づき、当社役員、従業員及び事業上の関係者に対するインセンティ

ブを目的とし、新株予約権（以下「ストック・オプション」）を付与しております。本書提出日現在、ストック・オ

プションによる潜在株式数は411株であり、発行済株式総数5,681株の7.2％に相当しております。今後につきましても、

当社取締役及び従業員に対するインセンティブを目的として、ストック・オプションの付与を検討していく方針であ

ります。

　現在発行し、または今後発行するストック・オプションが行使された場合、発行済株式総数が増加し１株当たりの

株式価値が希薄化する可能性があり、この株式価値の希薄化が株価の形成に影響を及ぼす可能性があります。

　また、会社法施行日以降に付与されるストック・オプションについては費用計上が義務付けられるため、今後のス

トック・オプションの付与により、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、「お客様歓喜」をモットーとして、従来の飲食事業とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわり」を基

本的なコンセプトとして、自社で業態を開発し、東京23区内を中心に飲食事業で46店舗（平成19年８月31日現在）を直

営にて展開しております。

当社では、「中価格帯ダイニング」業態を中心とした飲食事業を行っております。「中価格帯ダイニング」とは、客

単価4,000円前後の価格設定を行っているダイニングと位置付けております。

当社としては、「内装」「料理」「サービス」等あらゆるプロダクトを付加し新たなブランド・業態を開発すること

で、当社が経営する店舗間での相乗効果も活用して顧客を当社へシフトさせ、リピーターとして定着させていくことが

重要と考えており、今後も引続き事業拡大に取り組む方針であります。

 

[事業系統図]

顧　客

飲食物の提供

当　　社

原材料の供給

仕入業者
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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、(4）会社の対処すべき課題

  上記につきましては、平成19年２月期決算短信（平成19年４月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更

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.diamond-dining.com/ir/index.html

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 http://www.ose.or.jp/
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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  322,467   308,223    367,506   

２　売掛金  32,086   54,950    37,725   

３　原材料  14,904   28,203    24,455   

４　前払費用  54,392   82,778    69,670   

５　その他  37,165   90,768    107,006   

貸倒引当金  △274   △423    △571   

流動資産合計   460,741 29.2  564,500 19.3 103,759  605,792 25.2

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物  428,403   1,045,926    816,595   

(2）工具器具及
び備品

 78,699   187,518    132,299   

(3）建設仮勘定  24,827   62,264    39,558   

(4）その他  183   166    173   

有形固定資産
合計

 532,114   1,295,877   763,762 988,627   

２　無形固定資産  4,490   11,808   7,317 5,166   

３　投資その他の
資産

           

(1）長期前払費
用

 50,342   56,053    48,207   

(2）差入保証金  505,084   949,321    730,423   

(3）その他 ※２ 24,927   47,262    27,499   

投資その他の
資産合計

 580,354   1,052,637   472,283 806,130   

固定資産合計   1,116,959 70.8  2,360,322 80.7 1,243,363  1,799,924 74.8

資産合計   1,577,700 100.0  2,924,823 100.0 1,347,123  2,405,717 100.0

            

株式会社ダイヤモンドダイニング（3073）平成 20 年２月期中間決算短信（非連結）

－ 10 －



  
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  71,840   134,084    92,350   

２　短期借入金  －   40,000    －   

３　一年以内返済
予定の長期借
入金 

 179,480   319,080    318,510   

４　未払費用  99,571   180,353    118,038   

５　未払法人税等  79,442   49,586    133,334   

６　賞与引当金  7,381   13,697    9,593   

７　その他 ※３ 121,998   149,605    309,141   

流動負債合計   559,714 35.5  886,407 30.3 326,692  980,968 40.8

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  389,090   736,970    742,020   

２　その他  117,968   109,693    114,971   

固定負債合計   507,058 32.1  846,663 28.9 339,605  856,991 35.6

負債合計   1,066,773 67.6  1,733,071 59.3 666,298  1,837,959 76.4

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   197,250 12.5  492,290 16.8 295,040  197,250 8.2

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  187,250   482,290    187,250   

資本剰余金合
計

  187,250 11.9  482,290 16.5 295,040  187,250 7.8

３　利益剰余金            

(1）任意積立金  600   600    600   

(2）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 125,827   216,572    182,657   

利益剰余金合
計

  126,427 8.0  217,172 7.4 90,744  183,257 7.6

株主資本合計   510,927 32.4  1,191,752 40.7 680,824  567,757 23.6

純資産合計   510,927 32.4  1,191,752 40.7 680,824  567,757 23.6

負債純資産合計   1,577,700 100.0  2,924,823 100.0 1,347,123  2,405,717 100.0
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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   1,509,595 100.0  2,715,896 100.0 1,206,301  3,504,179 100.0

Ⅱ　売上原価   363,148 24.1  711,268 26.2 348,120  870,017 24.8

売上総利益   1,146,447 75.9  2,004,627 73.8 858,180  2,634,162 75.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,011,324 67.0  1,928,476 71.0 917,152  2,374,765 67.8

営業利益   135,123 8.9  76,151 2.8 △58,972  259,397 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  20,801 1.4  26,594 1.0 5,792  44,130 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  6,411 0.4  30,537 1.1 24,125  22,970 0.7

経常利益   149,513 9.9  72,208 2.7 △77,305  280,557 8.0

Ⅵ　特別利益   － －  148 0.0 148  － －

Ⅶ　特別損失 ※３  6,545 0.4  4,502 0.2 △2,042  15,498 0.4

税引前中間
（当期）純利
益

  142,968 9.5  67,853 2.5 △75,114  265,059 7.6

法人税、住民
税及び事業税

 75,180   42,484    146,655   

法人税等調整
額

 △16,141 59,038 3.9 △8,545 33,938 1.2 △25,099 △22,355 124,299 3.6

中間（当期）
純利益

  83,929 5.6  33,914 1.2 △50,014  140,759 4.0
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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３月１日　至平成18年８月31日）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

任意積立金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 41,897 42,497 426,997 426,997

中間会計期間中の変動額         

中間純利益     83,929 83,929 83,929 83,929

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 83,929 83,929 83,929 83,929

平成18年８月31日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 125,827 126,427 510,927 510,927
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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

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

任意積立金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

平成19年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 295,040 295,040 295,040 － － － 590,080 590,080

中間純利益     33,914 33,914 33,914 33,914

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

295,040 295,040 295,040 － 33,914 33,914 623,994 623,994

平成19年８月31日残高（千円） 492,290 482,290 482,290 600 216,572 217,172 1,191,752 1,191,752
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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３月１日　至平成19年２月28日）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

任意積立金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 41,897 42,497 426,997 426,997

事業年度中の変動額         

当期純利益     140,759 140,759 140,759 140,759

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 140,759 140,759 140,759 140,759

平成19年２月28日残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757
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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

     

１　税引前中間（当期）
純利益

 142,968 67,853  265,059

２　減価償却費  39,559 103,510  107,325

３　貸倒引当金の増減額  131 △148  427

４　賞与引当金の増加額  1,237 4,103  3,450

５　受取利息  △28 △407  △220

６　支払利息  5,746 9,595  13,185

７　固定資産除却損  3,505 381  11,540

８　未払費用の増加額  34,938 62,417  52,874

９　前受収益の増加額  14,543 13,735  29,774

10　売上債権の増加額  △8,876 △17,224  △14,515

11　たな卸資産の増加額  △2,312 △3,748  △11,863

12　仕入債務の増加額  23,780 41,733  44,291

13　その他  13,691 49,134  △6,118

小計  268,884 330,936 62,052 495,210

14　利息及び配当金の受
取額

 28 407  220

15　利息の支払額  △5,727 △9,644  △13,626

16　法人税等の支払額  △35,800 △126,568  △50,997

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 227,385 195,131 △32,254 430,807
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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

     

１　定期預金の純増減額  △600 △600  △1,200

２　有形固定資産の取得
による支出

 △185,431 △568,814  △559,899

３　差入保証金の差入に
よる支出

 △158,242 △229,599  △389,521

４　差入保証金の回収に
よる収入

 3,605 10,701  9,545

５　長期前払費用の増加
額

 △21,827 △21,481  △35,244

６　その他  △2,521 △18,459  △1,459

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △365,018 △828,253 △463,234 △977,779

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　短期借入金の純増減
額

 － 40,000  －

２　長期借入れによる収
入 

 220,000 470,000  820,000

３　長期借入金の返済に
よる支出

 △79,836 △474,480  △187,876

４　割賦未払金の支払額  △13,110 △13,110  △26,221

５　株式の発行による収
入

 － 577,161  －

６　その他  － －  △1,726

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 127,053 599,570 472,517 604,176

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額

 △10,579 △33,551 △22,971 57,204

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 334,837 392,041 57,204 334,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 324,258 358,490 34,232 392,041
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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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

─────  

 

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

─────   

 

 デリバティブ

時価法 

デリバティブ 

同左

 

デリバティブ 

同左

原材料

最終仕入原価法による原価法

 

原材料

同左

原材料

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

有形固定資産

定率法

同左

有形固定資産

 定率法

同左

建物　　　　　　　２～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

の耐用年数は、社内における利用

可能期間（５年）によっておりま

す。

 

無形固定資産

同左

　

無形固定資産 

同左

 

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

 

長期前払費用 

同左

３　繰延資産の処理方法 ─────  

 

 

株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

 

株式交付費

  支出時に全額費用処理しており

ます。

 

４　引当金の計上基準 貸倒引当金 

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込み額を

計上しております。 

 

貸倒引当金 

同左

貸倒引当金  

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与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。

 

賞与引当金

同左

賞与引当金 

同左

５　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

 

同左 同左

６　ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについて、特例処理を採用

しております。

 

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法 

同左
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項目
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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

ヘッジ手段

金利スワップ

 

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段 

同左

ヘッジ対象

　市場金利等の変動によりキャッ

シュ・フローが変動するもの（変

動金利の借入金）

 

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

　デリバティブ取引は金利の変動

によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針

であります。デリバティブ取引の

執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門が決

裁担当者の承認を得て行っており

ます。

 

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針 

同左

 ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件

を満たしており、その判定をもっ

て有効性の評価に代えております。

 

ヘッジの有効性評価の方法

同左

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（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

 

同左 同左 

８　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理 

同左
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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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「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。

これによる損益に与える影響はありません。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

510,927千円であります。

　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。これ

による損益に与える影響はありません。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

567,757千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における財務諸表は、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

（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

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。

　なお、この変更に伴う影響はありません。

 

───── 

 

 

 

（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。

 　なお、この変更に伴う影響はありません。

─────  

 

 

（固定資産の減価償却方法の変更）

当中間会計期間から、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

日以降に取得したものについては、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、この変更による当中間会計期間の利

益に与える影響は軽微であります。

 

─────  
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年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）

───── ────

  

  

株式会社ダイヤモンドダイニング（3073）平成 20 年２月期中間決算短信（非連結）

－ 21 －



追加情報

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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

───── ───── ───── 
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

115,542千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

283,053千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

181,443千円

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上、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。

※２.　　　　　　　同左 ※２.　　　　　　同左
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取協賛金 18,939千円 受取協賛金 24.109千円 受取協賛金 40,317千円

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,746千円 営業外支払手数料 14,204千円

支払利息 9,595千円

支払利息 13,185千円

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,505千円 原状回復費 4,120千円 固定資産除却損 11,540千円

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

有形固定資産 39,068千円

無形固定資産 491千円

有形固定資産 101,692千円

無形固定資産 1,817千円

有形固定資産 106,927千円

無形固定資産 1,887千円
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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）

発行済株式     

普通株式 4,881 － － 4,881

合計 4,881 － － 4,881

２．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。

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）

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（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）

発行済株式     

普通株式 4,881 800 － 5,681

合計 4,881 800 － 5,681

２．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。

前事業年度（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）

発行済株式     

普通株式 4,881 － － 4,881

合計 4,881 － － 4,881

２．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項 

 　 該当事項はありません。
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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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．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

※１．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 322,467千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△1,000 〃

その他流動資産（預

け金）
2,791 〃

現金及び現金同等物 324,258千円

現金及び預金 308,223千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,200 〃

その他流動資産（預

け金）
52,467 〃

現金及び現金同等物 358,490千円

現金及び預金 367,506千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△1,600 〃

その他流動資産（預

け金）
26,135 〃

現金及び現金同等物 392,041千円
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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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

173,158 35,554 137,603

合計 173,158 35,554 137,603

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

362,468 88,725 273,742

合計 362,468 88,725 273,742

 

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)

工具器具及び
備品

269,460 56,081 213,378

合計 269,460 56,081 213,378

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年以内 33,358千円

１年超 107,227千円

合計 140,585千円

１年以内 71,415千円

１年超 207,512千円

合計 278,927千円

１年以内 52,421千円

１年超 164,951千円

合計 217,372千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 22,338千円

減価償却費相当額 19,949千円

支払利息相当額 2,896千円

支払リース料 36,537千円

減価償却費相当額 32,779千円

支払利息相当額 4,242千円

支払リース料 45,025千円

減価償却費相当額 40,476千円

支払利息相当額 6,067千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左  

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 
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（有価証券関係）

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）

　該当事項はありません。

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）

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 10,000

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

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）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から除

いております。

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）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から除

いております。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から除

いております。
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（ストック・オプション等関係）

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）

　前中間会計期間においてストック・オプションの付与をおこっていないため該当事項はありません。

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）

　当中間会計期間においてストック・オプションの付与をおこっていないため該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与日 平成17年７月30日 平成17年７月30日 平成18年２月25日

付与対象者の区分

当社の取締役　　　　３名 

当社の従業員　　　　25名 

事業推進上の関係者　３名 

事業推進上の関係者　２名 当社の従業員　　　　25名 

ストック・オプション数 普通株式         　285株 普通株式　         115株 普通株式　          30株 

権利確定条件

 　本新株予約権の権利行使

時において、当会社又は、

将来当会社の子会社が設立

された場合の当該子会社の

取締役又は従業員たる地位

にあたること又は事業推進

上の関係者であることを要

します。但し、本新株予約

権者が任期満了を理由に取

締役を退任した場合、また

は、定年を理由に退職した

場合及びグループ会社への

転籍に基づく退任・退職し

た場合で、取締役会が特に

認めて本新株予約権者に書

面で通知したときは、引続

き本新株予約権を退任・退

職後２年間行使することが

できます。

　本新株予約権の割当後当

権利行使までに、禁固刑以

上の刑に処されていないこ

と、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を

受けていないこと、及び当

会社所定の書面により本新

株予約権の全部まはた一部

を放棄する旨を申し出てい

ないことを要します。

　本新株予約権者の相続人

による本新株予約権の行使

は認められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定め

るところによります。

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将

来当会社の子会社が設立さ

れた場合の当該子会社の取

締役又は従業員たる地位に

あたること又は事業推進上

の関係者であることを要し

ます。但し、本新株予約権

者が任期満了を理由に取締

役を退任した場合、または、

定年を理由に退職した場合

及びグループ会社への転籍

に基づく退任・退職した場

合で、取締役会が特に認め

て本新株予約権者に書面で

通知したときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後

２年間行使することができ

ます。

　本新株予約権の割当後当

権利行使までに、禁固刑以

上の刑に処されていないこ

と、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を

受けていないこと、及び当

会社所定の書面により本新

株予約権の全部まはた一部

を放棄する旨を申し出てい

ないことを要します。

その他の条件については、

新株予約権と締結した「新

株予約権割当契約」に定め

るところによります。

 

 

 

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将

来当会社の子会社が設立さ

れた場合の当該子会社の取

締役又は従業員たる地位に

あたること又は事業推進上

の関係者であることを要し

ます。但し、本新株予約権

者が任期満了を理由に取締

役を退任した場合、または、

定年を理由に退職した場合

及びグループ会社への転籍

に基づく退任・退職した場

合で、取締役会が特に認め

て本新株予約権者に書面で

通知したときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後

２年間行使することができ

ます。

　本新株予約権の割当後当

権利行使までに、禁固刑以

上の刑に処されていないこ

と、当会社の就業規則によ

り降任・降格以上の制裁を

受けていないこと、及び当

会社所定の書面により本新

株予約権の全部まはた一部

を放棄する旨を申し出てい

ないことを要します。

　本新株予約権者の相続人

による本新株予約権の行使

は認められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定め

るところによります。
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平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使期間
平成20年７月30日から

平成22年７月29日まで

平成19年３月６日から

平成21年３月５日まで

平成21年２月25日から

平成23年２月24日まで

備考 

　前事業年度末において付与

対象者の区分及び人数は当

社取締役３名、当社従業員

22名、事業推進上の関係者

３名に、株式数は271株に

なっております。 

 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　前事業年度末において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成18年２月25日付与
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前事業年度末 282 115 30

付与 － － －

失効 11 － －

権利確定 － － －

未確定残 271 115 30

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

②　単価情報

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成18年２月25日付与
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 50,000 50,000 800,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（持分法損益等）

 

 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）

 　該当事項はありません。

 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）

 　該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 104,676円83銭 209,778円60銭 116,319円93銭

１株当たり中間（当期）純利益 17,195円17銭 5,993円05銭 28,838円27銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益  

　なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できな

いので記載しておりませ

ん。

5,645円85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、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できな

いので記載しておりませ

ん。 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

項目
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)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益    

　中間損益計算書上の中間（当期）純利

　益（千円） 
83,929 33,914 140,759

　普通株式に係る中間（当期）純利益

　（千円）
83,929 33,914 140,759

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

　普通株式の期中平均株式数（株） 4,881 5,659 4,881

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

　中間（当期）純利益調整額 － － －

　普通株式増加数（株） － 348 －

　（うち新株予約権） (－) (348) (－)

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

　新株予約権３種類

（新株予約権の数合計

419個）

　

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

 

　新株予約権３種類

（新株予約権の数合計

416個） 

株式会社ダイヤモンドダイニング（3073）平成 20 年２月期中間決算短信（非連結）

－ 33 －



（重要な後発事象）

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）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　当社は平成19年３月６日に株式会社大阪証

券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘ

ラクレス」に上場いたしました。

　上場にあたり、平成19年２月１日、平成19

年２月14日及び平成19年２月23日開催の当社

取締役会において、次のとおり新株式の発行

を決議し、平成19年３月５日に払込が完了い

たしました。

　この結果、平成19年３月５日付で資本金は、

492,290千円、発行済株式数は、5,681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　　 800株

(3）発行価格 １株につき

800,000円

  　一般募集はこの価格にておこないました。

  (4）引受価額 １株につき

737,600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の総

額は、引受人の手取額となります。

  (5）発行価額 １株につき

646,000円

 （資本金組入額

368,800円）

(6）発行価額の総額 516,800千円

(7）払込金額の総額 590,080千円

(8）資本金組入額の

総額

295,040千円

(9）払込期日 平成19年３月５日

(10）資金の使途 新規出店費用に関わる

設備資金に充当
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