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１．2007年８月中間期の業績（2007年３月１日～2007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 ％

2007年８月中間期 25,362 11.2 2,136 14.9 2,157 △40.6 1,066 △60.6

2006年８月中間期 22,809 △3.2 1,858 5.5 3,629 104.0 2,707 229.5

2007年２月期 45,378 △0.0 3,379 10.6 5,157 67.6 3,371 144.3

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

2007年８月中間期 62 82 － －

2006年８月中間期 159 55 － －

2007年２月期 198 67 － －

（参考）持分法投資損益 2007年８月中間期 7百万円 2006年８月中間期 △1百万円 2007年２月期 △77百万円

 (注）2007年２月期及び2006年８月中間期の経常利益、中間（当期）純利益には株式会社ビッグボーイジャパンからの特

別配当金17億64百万円を含んでおります。特別配当金を除いた場合の2007年８月中間期における対前年中間期増減

率は経常利益が15.7％増、中間純利益が13.1％増となります。

(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

2007年８月中間期 31,765 18,038 56.8 1,062 79

2006年８月中間期 30,430 16,754 55.1 987 17

2007年２月期 28,853 17,186 59.6 1,012 62

（参考）自己資本 2007年８月中間期 18,038百万円 2006年８月中間期 16,754百万円 2007年２月期 17,186百万円

(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

2007年８月中間期 3,280 △3,382 686 5,259

2006年８月中間期 3,644 △166 △903 6,756

2007年２月期 5,076 △1,785 △2,797 4,674

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

2007年２月期 12 00 12 00 24 00

2008年２月期 12 00 －
24 00

2008年２月期（予想） － 12 00

３．2008年２月期の業績予想（2007年３月１日～2008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 51,125 12.7 3,770 11.6 3,729 △27.7 1,684 △50.0 99 25

－ 1 －



 (注1）対前期増減率の基準となる2007年２月期の経常利益及び当期純利益には、株式会社ビッグボーイジャパンからの

特別配当金17億64百万円を含んでおります。特別配当金を除いた場合の対前期増減率は経常利益が9.9％増、当期

純利益が4.8％増となります。

 (注2）当社は、2007年９月25日開催の取締役会において、株式会社サンデーサンとの間で、株式会社サンデーサンから

同社が2007年11月1日に分割する株式会社ＣＳ株式の100％を取得し、同社を子会社化することを基本合意いたし

ました。株式会社ＣＳの52店舗につきましては、株式譲受け後、順次当社のココス事業に転換する予定です。

株式会社ＣＳの株式譲受けによる影響額は現在算定中のため、上記2008年２月期の業績予想に含めておりません。

影響額につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

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、20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） 2007年８月中間期 17,268,273株 2006年８月中間期 17,268,273株 2007年２月期 17,268,273株

②　期末自己株式数 2007年８月中間期 295,673株 2006年８月中間期 295,673株 2007年２月期 295,673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、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページをご参照ください。

 （参考）2007年２月期及び2006年８月中間期の株式会社ビッグボーイジャパンからの特別配当金を除いた場合の経営

成績及び業績予想

 １．2007年８月中間期の業績（2007年３月１日～2007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 ％

2007年８月中間期 25,362 11.2 2,136 14.9 2,157 15.7 1,066 13.1

2006年８月中間期 22,809 △3.2 1,858 5.5 1,864 △4.8 942 △14.7

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

2007年８月中間期 62 82 － －

2006年８月中間期 55 53 － －

 ２．2008年２月期の業績予想（2007年３月１日～2008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 51,125 12.7 3,770 11.6 3,729 9.9 1,684 4.8 99 25
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰、年金問題を始めとする政治的不安等、先行き不透明感が

残るものの、個人消費の回復による企業収益の改善と設備投資の増加を背景に、底堅く推移いたしました。 

　外食産業におきましては、顧客の消費傾向は改善基調にあるものの、食材の仕入価格の高騰、台風などの天候不順

による売上不振等により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

　このような状況のもと当社は、ゼンショーグループのシナジー効果を発揮し、安全な食材の確保に努め、質の高い

サービスと安全でおいしい「食」を通じてお客様に豊かさと幸せを提供することに、引き続き全力で取り組むととも

に、ＩＳＯ14001「環境マネジメントシステム規格」の運用など、環境保全活動にも力を注いでまいりました。

　出店等につきましては、新規出店による営業地域の拡大とともに、スクラップアンドビルド等を推進いたしました。

これにより、当社及びライセンシー店舗を含めた当中間会計期間における新規出店数は合計で20店舗（直営20店舗）、

閉鎖店舗数は４店舗（直営４店舗）、当中間会計期間末の店舗数につきましては、462店舗（直営383店舗、ライセン

シー79店舗）となりました。

　営業政策につきましては、店舗従業員教育強化によるサービス水準向上とＱＳＣの向上に力を注いでまいりました。

  商品政策につきましては「食を通じてお客様に幸せを提供する」を基本コンセプトに食材とお料理の安全性と美味

しさを追求してまいりました。

  以上の結果、当中間会計期間の売上高は253億62百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は21億36百万円（前年

同期比14.9％増）、経常利益は21億57百万円（前年同期比40.6％減、前年同期実績から特別配当金を除いた場合の前

年同期比15.7％増）、当期純利益は10億66百万円（前年同期比60.6％減、前年同期実績から特別配当金を除いた場合

の前年同期比13.1％増）となりました。なお、経常利益及び当期純利益に関しましては、前年同期実績に株式会社

ビッグボーイジャパンからの特別配当金17億64百万円が含まれており、特別配当金を除いた実勢の前年同期比も表示

しております。したがって実勢では、経常利益、当期純利益とも前年同期実績を上回っております。

　今後の経済見通しにつきましては、景気は回復基調にあるものの外食環境を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状

況で推移するものと予測しております。

　このような状況のもと当社は、ゼンショーグループ全体のシナジー効果をこれまで以上に発揮し、お客様に豊かさ

と幸せを感じていただけるナショナルチェーンとして、出店戦略を推進するとともに、企業体質の強化と店舗水準の

向上をテーマとして取り組んでまいります。

　以上により、2008年２月期の見通しにつきましては、売上高511億25百万円（前期比12.7％増）、営業利益37億70

百万円（前期比11.6％増）、経常利益37億29百万円（前期比27.7％減、前期実績から特別配当金を除いた場合の前期

比9.9％増）、当期純利益16億84百万円（前期比50.0％減、前期実績から特別配当金を除いた場合の前期比4.8％増）

を見込んでおります。なお、経常利益及び当期純利益に関しましては、前期実績に株式会社ビッグボーイジャパンか

らの特別配当金17億64百万円が含まれており、特別配当金を除いた実勢の前期比も表示しております。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間会計期間末の資産につきましては、新規出店による有形固定資産の増加17億32百万円等により、前事業年度

に比較して29億11百万円増加し、317億65百万円となりました。

　負債につきましては、設備投資資金として新規に25億円を調達したこと等により、前事業年度に比較して20億60百

万円増加し、137億27百万円となりました。

　純資産につきましては、中間純利益10億66百万円等により、前事業年度に比較して８億51百万円増加し、180億38

百万円となりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

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

32億80百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが33億82百万円の資金の減少、財務活動によるキャッ

シュ・フローが６億86百万円の資金の増加となり、当中間会計期間末の資金残高は52億59百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、税引前中間純利益19億72百万円、減価償却

費７億80百万円等があったことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少要因につきましては、有形固定資産の取得による支出26億97百万

円、差入保証金の差入による支出２億16百万円、長期前払家賃の支出４億12百万円等があったことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローの資金の増加要因につきましては、長期借入による収入25億円があったことに

よるものです。
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　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 2004年２月期 2005年２月期 2006年２月期 2007年２月期
2007年８月
中間期

自己資本比率（％） 51.0 52.0 47.5 59.6 56.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
85.9 126.8 168.4 176.5 150.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － 1.3 2.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － 62.5 84.8

 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

 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）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おります。

 （注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注3）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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。

 （注4）各指標は、いずれも個別の財務諸表により算出しております。

　　　　なお、2004年２月期、2005年２月期、2006年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレス

ト・カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載をしておりま

せん。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、将来の事業展開に備えて財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主各位に対する安定的な配当を

継続することを基本方針としております。

  上記方針に従い、中間配当として１株につき12円、期末配当の計画を同じく12円とし、年間配当は24円を予定して

おります。

  今後も当社を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなることが予想されますが、業績の向上を図り、株主の皆様の

ご期待に添えるよう努力する所存であります。

(4）事業等のリスク

　当社の事業その他に関するリスクについて、当社の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。当社はこれらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る所存であります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間会計期間において判断したものであ

ります。

①「食」の安全性について

  ＢＳＥ問題、異物混入問題等、食材の安全性に対する消費者の意識が高まる中、当社においては「食」の安全・安

心については、リスク管理事項の中でも最重要事項であると捉えており、食材の調達から店舗で提供する商品に至る

までの品質及び安全衛生管理については、諸法令の定める基準を遵守することはもとより独自の安全衛生管理体制を

構築し、最大限の注意を払っております。

②法的規制について

  当社では、商法、会社法、金融商品取引法、法人税法等の一般的な法令に加え、食品衛生法、労働基準法、容器包

装リサイクル法等、店舗の営業に関わる各種法規制や制度の制限を受けております。これらの法的規制が強化された

場合、それに対する為の新たな費用が増加することにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

③仕入価格の変動について

  当社が購入している食材仕入価格は、天候要因による市場価格並びに外国為替相場の動向により大きく変動するも

のが含まれており、特に米や野菜の不作や肉類等の輸入禁止措置などにより食材仕入価格が乱高下し、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

④自然災害のリスクについて

  当社の営業活動や工場所在地を含む地域で大規模な地震や洪水等の災害が発生した場合、被災状況によっては正常

な事業活動ができなくなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤短時間労働者の厚生年金加入について

  厚生労働省は、週の労働時間が20時間以上または年収65万以上の短時間労働者に、厚生年金を適用する方向で検討

しております。当制度が改正・施行された場合、当社の保険料が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

    

 

 

 

お       客       様 

外食事業・   
ファミリーレストラン関連  

外食事業・牛丼関連 
 

その他事業 

  仕入サポート    
当社     親会社  関連会社 
㈱ココスジャパン  商品開発サポート ㈱ ゼ ン シ ョ ー  設備・メンテナンス ㈱テクノサポート 
     
関連会社  製造･加工    
㈱宝島     
㈱エルトリートジャパン  店舗開発    
㈱はま寿司     
     

     
    設備・メンテナンス  
     

商品とサービスの提供 商品とサービスの提供 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、時代や地域社会の変化とお客様の様々なニーズにお応えするために、質の高いサービスと安全で美味しい

「食」を通じてお客様に豊かさと幸せを提供するとともに、企業として適正に得られた収益により成長し、株主各位、

お客様、従業員、そしてゼンショーグループと関係する全ての方々に「幸せ」の輪を広げ続けることを基本理念とし

ております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主利益の増大と企業価値の向上のための重要な経営指標として、経常利益売上高比率を高めることを目

標としております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、出店戦略を推進するとともに、既存店売上高の向上、及びコストコントロールを確立し、安定的な高い収

益モデルを実現して、株主利益の最大化を図ってまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  今後の経済見通しにつきましては、景気は回復基調にあるものの外食産業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況で

推移するものと予測しております。　

  このような環境のもと当社は、ゼンショーグループのマス・マーチャンダイジング・システムを活用して、安全で

美味しい「食」を追求してまいります。さらにシナジー効果の発揮と意思決定の迅速化を図り、その成果をサービス

と商品を通じてお客様へ還元するとともに、店舗水準の向上を対処すべき重点課題とし、サービス・商品・クリンリ

ネス等において、質の飛躍的な向上に向けて一層の努力を行ってまいります。また、ＩＳＯ14001「環境マネジメン

トシステム規格」の運用を含め、環境保全活動にも継続して力を注いでいく所存であります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

  当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しております。なお、同報告書は、同証券

取引所ホームページに開示されております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（2006年８月31日）

当中間会計期間末
（2007年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※2 1,463,027 2,167,499 1,523,978

２. 売掛金 269,206 313,222 193,170

３．たな卸資産 311,875 344,295 299,730

４．関係会社短期貸付金 5,294,228 3,092,208 3,151,000

５．繰延税金資産 176,413 196,696 235,022

６．その他 1,321,915 1,348,095 1,238,637

流動資産合計 8,836,666 29.0 7,462,017 23.5 6,641,541 23.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1

（1）建物 10,542,980 12,802,588 11,344,265

（2）構築物 1,183,815 1,255,718 1,187,372

（3）その他 2,495,502 2,580,236 2,374,387

有形固定資産合計 14,222,299 46.8 16,638,544 52.4 14,906,025 51.7

２．無形固定資産 1,092,725 3.6 1,007,559 3.1 1,024,180 3.5

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 294,230 189,020 207,668

（2）関係会社株式  89,335 10,000 10,000

（3）長期貸付金 64,537 － －

（4）関係会社長期貸
 付金

200,000 － －

 (5) 長期差入保証金 ※3 3,870,975 4,165,916 4,028,358

 (6) 長期前払家賃 1,665,352 2,043,297 1,796,586

 (7) その他 98,709 253,966 244,017

 (8) 貸倒引当金 △4,470 △4,470 △4,470

投資その他の資産　
合計

6,278,671 20.6 6,657,731 21.0 6,282,160 21.8

固定資産合計 21,593,696 71.0 24,303,836 76.5 22,212,366 77.0

資産合計 30,430,363 100.0 31,765,854 100.0 28,853,908 100.0
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前中間会計期間末
（2006年８月31日）

当中間会計期間末
（2007年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（2007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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 2,449,053 2,565,242 1,973,515

２．短期借入金 220,000 － －

３．一年以内返済予定の
長期借入金

3,097,000 2,122,000 2,547,000

４．未払法人税等 359,607 898,007 517,378

５．未払費用 1,319,909 1,500,493 1,281,578

６．賞与引当金 222,572 229,780 259,844

７．その他 937,292 985,059 970,762

流動負債合計 8,605,435 28.3 8,300,583 26.1 7,550,079 26.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 5,047,000 5,425,000 4,111,000

２．繰延税金負債 13,245 － －

３．退職給付引当金 1,118 900 1,275

４．役員退職慰労引当金 3,040 － 3,040

５．その他 5,730 1,140 1,730

固定負債合計 5,070,133 16.6 5,427,040 17.1 4,117,045 14.3

負債合計 13,675,568 44.9 13,727,623 43.2 11,667,124 40.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本          

１.資本金  3,198,904 10.5  3,198,904 10.1  3,198,904 11.1

２.資本剰余金          

（1）資本準備金 3,014,004   3,014,004   3,014,004   

資本剰余金合計  3,014,004 9.9  3,014,004 9.5  3,014,004 10.4

３.利益剰余金          

（1）利益準備金 181,473   181,473   181,473   

（2）その他利益剰余金          

別途積立金 7,300,000   10,000,000   7,300,000   

繰越利益剰余金 3,412,768   2,035,580   3,873,025   

利益剰余金合計  10,894,241 35.8  12,217,053 38.5  11,354,499 39.4

４.自己株式  △428,439 △1.4  △428,439 △1.4  △428,439 △1.5

　　　株主資本合計  16,678,710 54.8  18,001,522 56.7  17,138,967 59.4

Ⅱ　評価・換算差額等          

１.その他有価証券評価
差額金

 76,083 0.3  36,707 0.1  47,815 0.2

評価・換算差額等　
合計

 76,083 0.3  36,707 0.1  47,815 0.2

純資産合計  16,754,794 55.1  18,038,230 56.8 17,186,783 59.6

負債純資産合計  30,430,363 100.0  31,765,854 100.0 28,853,908 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　2006年３月１日
至　2007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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 22,809,772 100.0 25,362,779 100.0 45,378,083 100.0

Ⅱ　売上原価 6,938,175 30.4 7,603,384 30.0 13,749,089 30.3

売上総利益 15,871,596 69.6 17,759,394 70.0 31,628,993 69.7

Ⅲ　営業収入 112,691 0.5 112,015 0.4 213,465 0.5

営業総利益 15,984,288 70.1 17,871,410 70.4 31,842,459 70.2

Ⅳ　販売費及び一般管理費 14,125,294 61.9 15,734,823 62.0 28,462,853 62.7

営業利益 1,858,994 8.2 2,136,586 8.4 3,379,606 7.5

Ⅴ　営業外収益 ※１ 1,994,824 8.7 249,925 1.0 2,231,785 4.9

Ⅵ　営業外費用 ※２ 224,091 1.0 229,469 0.9 453,604 1.0

経常利益 3,629,727 15.9 2,157,043 8.5 5,157,786 11.4

Ⅶ　特別利益 3,078 0.0 17,657 0.1 106,913 0.2

Ⅷ　特別損失 ※3,5 158,194 0.7 202,608 0.8 446,676 1.0

税引前中間(当期)
純利益

3,474,611 15.2 1,972,091 7.8 4,818,024 10.6

法人税、住民税及び
事業税

664,730 830,719 1,521,400

法人税等調整額 101,883 766,614 3.3 75,146 905,865 3.6 △75,302 1,446,098 3.2

中間（当期）純利益 2,707,997 11.9 1,066,226 4.2 3,371,925 7.4
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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2006年３月１日　至2006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　  計資　本

準備金
資本剰余
金合計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別　途

積立金
繰越利益
剰余金

2006年2月28日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 6,500,000 1,717,442 8,398,915 △428,439 14,183,384

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   －   △203,671 △203,671  △203,671

中間純利益   －   2,707,997 2,707,997  2,707,997

役員賞与（注）   －   △9,000 △9,000  △9,000

別途積立金積立（注）   －  800,000 △800,000 －  －

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）
－ － － － 800,000 1,695,325 2,495,325 － 2,495,325

2006年8月31日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 7,300,000 3,412,768 10,894,241 △428,439 16,678,710

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

2006年2月28日残高（千円） 93,617 93,617 14,277,002

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）  － △203,671

中間純利益  － 2,707,997

役員賞与（注）  － △9,000

別途積立金積立（注）  － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△17,533 △17,533 △17,533

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△17,533 △17,533 2,477,791

2006年8月31日残高（千円） 76,083 76,083 16,754,794

 （注）2006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2007年３月１日　至2007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    計資  本

準備金
資本剰余
金合計

利  益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別　途

積立金
繰越利益
剰余金

2007年2月28日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 7,300,000 3,873,025 11,354,499 △428,439 17,138,967

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   －   △203,671 △203,671  △203,671

中間純利益   －   1,066,226 1,066,226  1,066,226

別途積立金積立   －  2,700,000 △2,700,000 －  －

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）
－ － － － 2,700,000 △1,837,445 862,554 － 862,554

2007年8月31日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 10,000,000 2,035,580 12,217,053 △428,439 18,001,522

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

2007年2月28日残高（千円） 47,815 47,815 17,186,783

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  － △203,671

中間純利益  － 1,066,226

別途積立金積立  － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△11,108 △11,108 △11,108

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△11,108 △11,108 851,446

2007年8月31日残高（千円） 36,707 36,707 18,038,230
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自2006年３月１日　至2007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　　計資　本

準備金
資本剰余
金合計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別　途

積立金
繰越利益
剰余金

2006年2月28日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 6,500,000 1,717,442 8,398,915 △428,439 14,183,384

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   －   △203,671 △203,671  △203,671

当期純利益   －   3,371,925 3,371,925  3,371,925

役員賞与（注）   －   △9,000 △9,000  △9,000

別途積立金積立（注）   －  800,000 △800,000 －  －

剰余金の配当（中間配当額）   －   △203,671 △203,671  △203,671

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）
－ － － － 800,000 2,155,583 2,955,583 － 2,955,583

2007年2月28日残高（千円） 3,198,904 3,014,004 3,014,004 181,473 7,300,000 3,873,025 11,354,499 △428,439 17,138,967

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

2006年2月28日残高（千円） 93,617 93,617 14,277,002

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）  － △203,671

当期純利益  － 3,371,925

役員賞与（注）  － △9,000

別途積立金積立（注）  － －

剰余金の配当（中間配当額）  － △203,671

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△45,801 △45,801 △45,801

事業年度中の変動額合計

（千円）
△45,801 △45,801 2,909,782

2007年2月28日残高（千円） 47,815 47,815 17,186,783

 （注）2006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）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28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

3,474,611 1,972,091 4,818,024

減価償却費 622,464 780,644 1,340,012

減損損失 － － 91,164

賞与引当金の増減額 △4,460 △30,063 32,811

退職給付引当金の増減
額

73 △375 230

役員退職慰労引当金の
増減額

△33,980 △3,040 △33,980

受取利息及び受取配当
金

△1,773,186 △21,239 △1,784,377

支払利息 35,888 33,553 66,322

関連会社株式評価損 － － 79,335

固定資産処分損 147,584 149,032 258,272

店舗収用に伴う移転補
償金

－ － △59,508

投資有価証券売却益 － － △45,404

売上債権の増減額 △17,631 △120,051 58,404

たな卸資産の増減額 △53,310 △44,564 △41,165

仕入債務の増減額 639,281 591,727 163,743

役員賞与の支払額 △9,000 △15,500 △9,000

その他 78,834 466,863 380,956

小計 3,107,169 3,759,078 5,315,841

利息及び配当金の受取
額

1,421,267 13,437 1,433,123

利息の支払額 △45,788 △38,673 △81,224

法人税等の支払額 △838,111 △452,980 △1,591,599

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,644,537 3,280,861 5,076,141

株式会社ココスジャパン(9943)　 2008 年２月期中間決算短信（非連結）

－ 14 －



前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28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

△4,005,345 △2,697,217 △5,496,487

店舗収用に伴う移転補
償金による収入

－ － 50,159

無形固定資産の取得に
よる支出

△108,784 △84,298 △133,114

投資有価証券の売却に
よる収入

－ － 84,513

関係会社株式売却によ
る収入

4,076,838 － 4,076,838

関係会社出資金の売却
による収入

137,785 － 137,785

長期貸付金の回収によ
る収入

300,000 － 564,740

差入保証金の差入によ
る支出

△295,876 △216,014 △498,794

差入保証金の返戻によ
る収入

34,967 67,555 77,254

長期前払家賃の支出 △304,890 △412,250 △586,166

その他 △924 △40,442 △62,479

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△166,229 △3,382,666 △1,785,750
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前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入による収入 2,000,000 2,500,000 2,000,000

長期借入金の返済によ
る支出

△2,686,000 △1,611,000 △4,172,000

配当金の支払額 △202,102 △202,465 △405,213

短期借入金の返済によ
る支出

－ － △220,000

その他 △14,951 － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△903,053 686,534 △2,797,213

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

－ － －

Ｖ　現金及び現金同等物の増
減額

2,575,253 584,729 493,176

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

4,232,048 4,674,778 4,232,048

Ⅶ　会社分割による現金及び
現金同等物の増減額

△50,445 － △50,445

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

6,756,856 5,259,508 4,674,778
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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　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

関連会社株式

…移動平均法による原価法

(1）有価証券

関連会社株式

　 同　　　　　左

(1)有価証券

関連会社株式

　 同　　　　 左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間会計期間末の市場価

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、売却原価

は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

　 同　　　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理、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

時価のないもの

　 同　　　 　左

　時価のないもの

　 同　　 　　左

(2)たな卸資産

商品

　最終仕入原価法

(2)たな卸資産

商品

　 同　　 　　左

(2)たな卸資産

商品

　 同　　 　　左

半製品

　総平均法による原価法

半製品

　 同　　　 　左

　　半製品

　　　 同　　 　　左

店舗原材料・原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

店舗原材料・原材料及び貯蔵品

　 同　 　　　左

店舗原材料・原材料及び貯蔵品

　 同 　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

　　定額法によっております。

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)有形固定資産

　 同　 　　　左

 

(1)有形固定資産

　 同 　　　　左

 

 

(2）無形固定資産及び長期前払費用

定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産及び長期前払費用

　 同　　 　　左

(2）無形固定資産及び長期前払費用

　　　 同　　 　　左
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項　　目
前中間会計期間

（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

３．引当金の計上基準 (1）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

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　　 　　左

(1）貸倒引当金

同 　　　　左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、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。

(2）賞与引当金

同　 　　　左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額のうち、

当期の負担額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

準社員に対する退職金支給に備

えるため、自己都合による中間

期末退職金要支給額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

同　　 　　左

(3）退職給付引当金

準社員に対する退職金支給に備

えるため、自己都合による期末

退職金要支給額を計上しており

ます。

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金支給

に備えるため、旧役員退職慰労

金規程に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

　なお、当社は2006年５月に役

員退職慰労金制度を廃止してお

ります。

　当中間期末の引当計上額は、

現任の役員が制度廃止までに在

任していた期間に応じて計上し

た額であります。

 　　　  ____________

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金支給

に備えるため、旧役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。

　なお、当社は2006年５月に役

員退職慰労金制度を廃止してお

ります。

　当期末の引当金計上額は、現

任の役員が制度廃止までに在任

していた期間に応じて計上した

額であります。

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　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

５. ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしているため、特例

処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同　 　　　左

①ヘッジ会計の方法

同　 　　　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞金利スワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞　同　　左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞　同　　左

＜ヘッジ対象＞借入金利 ＜ヘッジ対象＞　同　　左 ＜ヘッジ対象＞　同　　左

③ヘッジ方針

借入金の変動金利のリスクをヘッジ

するものであります。

③ヘッジ方針

同　 　　　左

③ヘッジ方針

同　 　　　左

④ヘッジ有効性の評価の方法 ④ヘッジ有効性の評価の方法 ④ヘッジ有効性の評価の方法

当社のリスク管理方法に従っており、

金利の変動によるヘッジ手段とヘッ

ジ対象との相関関係が完全に確保さ

れていることを確認しております。

同　 　　　左 同　 　　　左

６．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

　中間キャッシュ・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 　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。

７．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

消費税及び地方消費税の会計処理の

方法

税抜方式を採用しております。

なお、売上等に係る仮受消費税等と

仕入等に係る仮払消費税等を相殺し

て、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

消費税及び地方消費税の会計処理の

方法

同　　　　左

消費税及び地方消費税の会計処理の

方法

税抜方式を採用しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

  ____________   ____________  　役員賞与に関する会計基準

当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 2005

年11月29日 企業会計基準第４号）を適

用しております。この適用に伴い、従

来の方法によった場合と比較して、営

業利益、経常利益、および税引前当期

純利益は15,500千円減少しております。

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　2005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　

2005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16,754,794千円であり、この適用

による増減はありません。

なお、中間財務諸表等規則の改正よ

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(企業会計基準委

員会 2005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(企業会計基準委員会 2005

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17,186,783千円であり、この適用

による増減はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度末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。 

 ____________ 有形固定資産の減価償却方法の変更

当中間会計期間より、法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法律

　2007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

　2007年３月30日　政令第83号))に伴

い、2007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、この変更に伴う当中間会計期

間の損益に与える影響は軽微でありま

す。 

  ____________
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（2006年８月31日）

当中間会計期間末
（2007年８月31日）

前事業年度末
（2007年２月28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

15,143,344千円 15,261,331千円 15,295,082千円

※２．下記の資産を保証債務154千円

の担保に供しております。

※２．下記の資産を保証債務の担保に

供しておりましたが、当期末に

は、対応する債務はありません。

 

※２．下記の資産を保証債務39千円

の担保に供しております。

現金及び預金

（定期預金）

400千円 現金及び預金

（定期預金）

200千円 現金及び預金

（定期預金）

200千円

※３．差入保証金60,000千円を前払

式証票の規制等に関する法律

に基づき供託しております。

※３．差入保証金60,000千円を前払

式証票の規制等に関する法律

に基づき供託しております。

※３．差入保証金60,000千円を前払

式証票の規制等に関する法律

に基づき供託しております。

４．偶発債務 ４． 　　 ____________ ４．偶発債務

当社関連会社である㈱宝島の

金融機関からの借入金に対す

る保証債務

当社従業員の金融機関からの

借入金に対する保証債務

1,000,000千円 39千円

当社関連会社である㈱エルト

リートジャパンの金融機関から

の借入金に対する保証債務

 

680,000千円

当社従業員の金融機関からの借

入金に対する保証債務

154千円

 

  ５. 当座貸越契約

 　　 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関２社と当

座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額

　
800,000千円

　借入実行残高 －  

差引額 800,000  

 

 

 

 

  ５. 貸出コミットメント契約

　　　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため金融機関５行と貸

出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメ

ント契約極度額
5,000,000千円

  借入実行残高 2,500,000  

差引額 2,500,000  

 

 

 

 

  ５. 当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約

　　　当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため金融機関２社

と当座貸越契約等を締結してお

ります。これら契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越等極度

額
5,500,000千円

  借入実行残高 －  

差引額 5,500,000  
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

※１．営業外収益のうち、重要なも

のは次の通りであります。

※１．営業外収益のうち、重要なも

のは次の通りであります。

※１．営業外収益のうち、重要なも

のは次の通りであります。

受取利息 6,130千円

受取配当金 1,767,055千円

技術料収入 2,700千円

物流賃貸収入 102,210千円

店舗賃貸収入 97,393千円

受取手数料 3,107千円

受取利息 11,713千円

受取配当金 9,526千円

技術料収入 2,250千円

物流賃貸収入 102,797千円

店舗賃貸収入 98,036千円

受取手数料 2,817千円

受取利息 15,029千円

受取配当金 1,769,348千円

技術料収入 5,550千円

物流賃貸収入 204,169千円

店舗賃貸収入 193,830千円

受取手数料 6,248千円

※２．営業外費用のうち、重要なも

のは次の通りであります。

※２．営業外費用のうち、重要なも

のは次の通りであります。

※２．営業外費用のうち、重要なも

のは次の通りであります。

支払利息 35,888千円

賃貸原価 180,204千円

支払利息 33,553千円

賃貸原価 184,994千円

支払利息 66,322千円

賃貸原価 357,884千円

※３．特別損失のうち、重要なもの

は次の通りであります。

※３．特別損失のうち、重要なもの

は次の通りであります。

※３．特別損失のうち、重要なもの

は次の通りであります。

固定資産

処 分 損
152,094千円

   

固定資産

処 分 損
169,285千円

   

固定資産

処 分 損
263,836千円

関係会社株式

評価損
79,335千円

減損損失 91,164千円

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
521,282千円

無　　形

固定資産
91,391千円

合計 612,673千円

有　　形

固定資産
662,929千円

無　　形

固定資産
100,752千円

合計 763,681千円

有　　形

固定資産
1,132,292千円

無　　形

固定資産
184,265千円

合計 1,316,558千円

※５.　　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　 ※５.　　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　 ※５.減損損失

 

   

   

 

 

   

   

 

　当社は、主として各店舗を単位と

して、また、賃貸資産については各

物件を単位として資産をグルーピン

グしております。当事業年度におい

ては、このうち、収益性が著しく悪

化している資産グループについて帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失91,164千円

（建物74,134千円、その他17,029千

円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は以下のとおりでありま

す。

用　途 種　類 金　額 

直営店舗３店舗

（神奈川県藤沢

市他）

 

建物等

 

91,164千円

　

　なお、回収可能価額は使用価値を

使用し、将来キャッシュ・フローを

５％で割引いて計算しております。
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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　2006年3月1日　至　2006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 17,268,273 － － 17,268,273

自己株式

普通株式 295,673 － － 295,673

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

 3.配当に関する事項

 （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

2006年5月25日

定時株主総会
普通株式 203,671 12 2006年2月28日 2006年5月26日

 （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

　　　決議
株式の種類 配当の原資

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

2006年10月20日

取締役会
普通株式 利益剰余金 203,671 12 2006年8月31日 2006年11月20日
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当中間会計期間（自　2007年3月1日　至　2007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 17,268,273 － － 17,268,273

自己株式

普通株式 295,673 － － 295,673

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

 3.配当に関する事項

 （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

2007年5月24日

定時株主総会
普通株式 203,671 12 2007年2月28日 2007年5月25日

 （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

　　　決議
株式の種類 配当の原資

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

2007年10月19日

取締役会
普通株式 利益剰余金 203,671 12 2007年8月31日 2007年11月19日
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前事業年度（自　2006年3月1日　至　2007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 17,268,273 － － 17,268,273

自己株式

普通株式 295,673 － － 295,673

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

 3.配当に関する事項

 （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

2006年5月25日

定時株主総会
普通株式 203,671 12 2006年2月28日 2006年5月26日

2006年10月20日

取締役会
普通株式 203,671 12  2006年8月31日 2006年11月20日 

 （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　決議
株式の種類 配当の原資

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

2007年5月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 203,671 12 2007年2月28日 2007年5月25日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係

1.現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 1,463,027 千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金

 

△400

 

 千円

現金同等物に含まれ

る短期貸付金（注）

 

5,294,228

 

 千円

現金及び現金同等物 6,756,856 千円

現金及び預金勘定 2,167,499 千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金

 

△200

 

 千円

現金同等物に含まれ

る短期貸付金（注）

 

3,092,208

 

 千円

現金及び現金同等物 5,259,508 千円

現金及び預金勘定 1,523,978 千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金

 

△200

 

 千円

現金同等物に含まれ

る短期貸付金（注）

 

3,151,000

 

 千円

現金及び現金同等物 4,674,778 千円

（注）㈱ゼンショーがグループ各社に

提供するキャッシュ・マネジメ

ント・システムによるものであ

ります。

（注）㈱ゼンショーがグループ各社に

提供するキャッシュ・マネジメ

ント・システムによるものであ

ります。

（注）㈱ゼンショーがグループ各社に

提供するキャッシュ・マネジメ

ント・システムによるものであ

ります。

 　　　　　____________  　　　　　____________ 2.会社分割により㈱エルトリートジャ

パン及び㈱宝島に承継した資産及び負

債の主な内訳

 （1）㈱エルトリートジャパン

流動資産 32,050 千円

固定資産 716,523 千円

資産合計 748,574 千円

流動負債 680,000 千円

負債合計 680,000 千円

 （2）㈱宝島

流動資産 115,098 千円

固定資産 1,066,003 千円

資産合計 1,181,102 千円

流動負債 1,100,000 千円

負債合計 1,100,000 千円
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（リース取引関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007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

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

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）

建物附
属設備

386,276 67,111 319,164

機械及
び装置

176,570 86,002 90,567

器具及
び備品

3,340,833 708,079 2,632,754

その他 169,966 53,157 116,808

合計 4,073,646 914,351 3,159,294

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

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）

建物附
属設備

386,276 105,009 281,266

機械及
び装置

150,329 75,991 74,338

器具及
び備品

4,715,693 1,356,737 3,358,955

その他 356,000 89,983 266,016

合計 5,608,299 1,627,722 3,980,577

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物附
属設備

386,276 86,060 300,215

機械及
び装置

154,334 80,267 74,066

器具及
び備品

4,032,750 1,033,205 2,999,544

その他 250,637 74,517 176,120

合計 4,823,998 1,274,051 3,549,947

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 739,614千円

１年超 2,441,614千円

合計 3,181,228千円

１年内 1,057,583千円

１年超 2,968,453千円

合計 4,026,037千円

１年内 883,672千円

１年超 2,698,737千円

合計 3,582,410千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 支払リース料 支払リース料

345,292千円 534,763千円 800,747千円

減価償却費相当額 減価償却費相当額 減価償却費相当額

313,199千円 505,234千円 757,720千円

支払利息相当額 支払利息相当額 支払利息相当額

25,224千円 40,803千円 60,686千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　　　左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間　

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 

前中間会計期間末（2006年８月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 142,479 248,522 106,042

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 22,708 44,387 21,679

計 165,187 292,909 127,721

　　　（注）当中間会計期間における減損処理はありません。

なお、減損にあたっては、当中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間会計期間末（2006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 1,321

関連会社株式 89,335
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　当中間会計期間　

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 

当中間会計期間末（2007年８月31日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 126,078 187,699 61,620

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

計 126,078 187,699 61,620

　　　（注）当中間会計期間における減損処理はありません。

なお、減損にあたっては、当中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認め

られた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間会計期間末（2007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 1,321

関連会社株式 10,000
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前事業年度

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 

前事業年度末（2007年２月28日）

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 126,078 206,347 80,268

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

計 126,078 206,347 80,268

　　　（注）当事業年度における減損処理はありません。

なお、減損にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行っております。

２．前事業年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円）  売却益の合計額(千円）  売却損の合計額(千円）

84,513 45,404 －

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度末（2007年２月28日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,321

関連会社株式 10,000
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　2006年３月1日　至　2006年８月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当社が実施しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してお

ります。

当中間会計期間（自　2007年３月1日　至　2007年８月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当社が実施しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してお

ります。

前事業年度（自　2006年３月1日　至　2007年２月28日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当社が実施しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してお

ります。

  （ストック・オプション等関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。

 

  （企業結合等関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

 
前中間会計期間

（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 79,335 － －

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
75,046 23,959 12,732

持分法を適用した場合の投資損益の金額

（千円）

△1,258 7,876 △77,405

 (注）持分法適用に伴う負債相当額は、前中間会計期間は－千円、当中間会計期間は36,522千円、前事業年度は16,970

千円であります。
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（１株当たり情報）

項　　目
前中間会計期間

（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

１株当たり純資産額 987円17銭 1,062円79銭 1,012円62銭

１株当たり中間（当期）

純利益
  159円55銭 62円82銭 198円67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、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）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上

      の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 2,707,997 1,066,226 3,371,925

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） 　　（－） 　（－） 　（－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
2,707,997 1,066,226 3,371,925

期中平均株式数（千株） 16,972 16,972 16,972

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － － －

（うち自己株式取得方式によるストッ

クオプション）
　　（－） 　（－） 　（－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　2006年３月１日
至　2006年８月31日）

当中間会計期間
（自　2007年３月１日
至　2007年８月31日）

前事業年度
（自　2006年３月１日
至　2007年２月28日）

 ____________

 

株式会社サンデーサンとの子会社株式

譲受についての基本合意

 ①株式取得の理由

  安全でおいしい「食」の提供を通じ、

社会に貢献することを目指す当社は、

より多くのお客様にご利用いただける

よう、業態の更なる進化と新規出店を

加速させ、株主利益の最大化を図って

まいります。

　そのために、この度株式会社サン

デーサンから同社が会社分割する、サ

ンデーサン事業の52店舗を承継する株

式会社ＣＳの株式100％を取得する方向

で基本合意いたしました。

　株式会社ＣＳの店舗につきましては、

2007年11月１日予定の株式譲受け後、

順次当社のココス業態に転換する予定

です。

 ②株式取得の相手方の名称

株式会社サンデーサン

 ③譲受ける会社の概要

  （会社の名称）    株式会社ＣＳ

　（主な事業内容）  外食事業

　（資本金の額）　　10百万円

　（発行済株式）　　 1,000株　

④株式会社ＣＳが承継する資産、負

　債および金額          

　（資産）固定資産　1,676百万円

　（負債）固定負債　　 52百万円

　（2007年３月末日現在）

⑤取得株式数、取得価額および取得

  後の所有株式の状況

 　（異動前の所有株式数）

　　   0株（所有割合　0％）

　　　 議決権の個数　0個

 　（取得株式数）

　　   1,000株

　　 　議決権の個数　1個

  　(異動後の所有株式数）

　　　 1,000株（所有割合 100%)

       議決権の個数　1個

取得価額につきましては株式譲受け予

定日である2007年11月１日までに株式

の取得先である株式会社サンデーサン

と当社による協議の上決定いたします。

  　　　　　____________
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