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（百万円未満切捨て） 

１．19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 

 
19年８月中間期 
18年８月中間期 

百万円   ％
7,175  （△0.2）
7,187  （△1.8）

百万円   ％
261  （△52.1）
546 （  12.6）

百万円   ％ 
248  （△53.9） 
539 （  11.2） 

百万円   ％
△ 69    （ － ）
 211   （266.1）

19年２月期 13,917  （△0.8） 830 （   5.1） 800 （  3.0） 282  （136.7）

 
 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 
 
19年８月中間期 
18年８月中間期 

円 銭
△ 3 78 
13 24 

円 銭
－ － 
－ － 

19年２月期 17 15 17 15 

(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）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年８月中間期 
18年８月中間期 

百万円
8,350     
8,444     

百万円
3,842     
3,401     

％ 
46.0  
40.2  

円 銭
209 94 
212 56 

19年２月期 8,875     4,049     45.6  221 24 

(参考)自己資本  19 年８月中間期 3,842 百万円  18 年８月中間期 3,401 百万円   19 年２月期 4,049 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 

 
19年８月中間期 
18年８月中間期 

百万円
245     
807    

百万円
△98     
△241     

百万円 
△642      
△231      

百万円
2,086     
2,036     

19年２月期 968     △567     479      2,582     
 
 
２．配当の状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 

19 年２月期 － － － 7.5 － 7.5 

20 年２月期（実績） － － － － － － 

20 年２月期（予想） － － － 5.0 － 5.0 
 
 
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 13,789（△0.9） 253（△69.4） 242（△69.6） △137（ － ） △ 7 52 
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４．その他 
（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 

（注）詳細は、19ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
 

（２）発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数 (自己株式を含む) 

19 年８月中間期 18,302,000 株  18 年８月中間期 16,000,000 株  19 年２月期 18,302,000 株 
②期末自己株式数 

19 年８月中間期        943 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 
 

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間会計期間の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好転に伴い設備投資が増加し、個人消費が回復傾向

にあります。一方、企業の人件費抑制姿勢は依然として根強く、賃金の伸びが低迷している中、個人消費

の伸びは緩やかなものにとどまっております。 

このような経済情勢の下での外食産業の市場規模は縮小傾向から底うち感がでており、明るさも見えて

きた反面、無認可添加物や消費期限切れ食材使用問題などの問題が相次ぎ、消費者の「安心・安全」への

関心は一層高まり、企業の環境対策への姿勢が評価される局面となっております。 

このような環境の中、当社は、「安心・安全・信頼」に万全を期すだけでなく、健康（ヘルシー）志向

に応えるとともに、心温まる「おもてなし」の実現を目指して努力してまいりました。併せて、前期より

ポジティブリストの重要性を踏まえた商品仕入政策をおこない、提供する料理にカロリー・塩分表示を実

施し、これらの施策をとおして、カスタマーファースト（お客様第一主義）を実現してまいりました。 

また、実験店舗としまして平成19年４月20日に新規出店しました新業態「しゃぶしゃぶ清久庵」は、厳

選された牛肉・豚肉とともに四季折々の新鮮な野菜等を楽しんでいただける店舗となっております。 

当中間会計期間における新規出店については、当初の計画７店舗に対して13店舗の出店を達成しており、

これは前中間会計期間の新規出店数の７店舗を上回っております。業態別の新規出店数は、「めしや食

堂」６店舗、「街かど屋」３店舗、「しゃぶしゃぶ清久庵」３店舗、「ザめしや」１店舗となっておりま

す。 

新規出店数は当初の計画を上回ったとはいえ、既存店売上高前年同期比が期首予算94.9％に対し、

90.6％になったことが影響し、経営成績は計画に対して未達となりました。主な要因は、昨年からの大量

出店により人材の採用教育が追いつかず、既存店の戦力不足を招き店舗運営レベルが低下したと考えてお

りますが、下期は既存店舗の組織体制の強化を図り店舗運営レベルの向上に注力してまいります。 

また、経営方針の一つであるスクラップ＆ビルドを推し進め、不採算店舗の撤退による閉店店舗の固定

資産除却損22,518千円、固定資産売却損5,655千円及び、当中間会計期間以降撤退を予定している店舗を含

めた店舗閉鎖関連損36,189千円、減損損失219,665千円を、特別損失として284,029千円計上いたしました。 

この結果、当中間会計期間の売上高は7,175,145千円（前年同期比0.2%減）、営業利益は261,525千円

（前年同期比52.1%減）、経常利益は248,353千円（前年同期比53.9%減）、中間純損失は69,117千円となり

ました。 

        

②通期の見通し 

 通期の新規出店については、期首予算の16店舗を下回る予定であり、また不採算店舗の閉店も進め閉店

予定は10店舗になる見込みであります。なお、平成19年９月７日に「特別損失の発生及び業績予想の修正

に関するお知らせ」を適時開示しておりますが、通期の業績につきましては、売上高は13,789,885千円

（前年同期比0.9％減）、営業利益は253,932千円（前年同期比69.4％減）、経常利益は242,962千円（前

年同期比69.6％減）、当期純損失は137,667千円を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

当中間期のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローよりも投資活動、

財務活動によるキャッシュ・フローのマイナスが上回り、前事業年度末に比べ496,131千円減少し、当中間

会計期末には2,086,238千円となっております。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、不採算店舗を閉店するなどを行うことによって税引前中間純利 

益がマイナスになったことにより245,697千円（前年同期比69.6％減）となっております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、13店舗の新規出店のため、98,846千円の支出（前年同期比

59.1％減）となっております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金などの資金調達を行わず、既存借入金、未払金の返

済が進み642,983千円の支出（前年同期比411,947千円の増加）となっております。 

営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で投資を行い、有利子負債の圧縮もあり、キャッシュ・フ

ロー全体として健全化されております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、利益配分につきまして将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保する

とともに、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競

争力を高め、市場ニーズに応えるべく商品開発および店舗開発を強化し、有効に投資をしていきたいと

考えております。 

なお、事業年度における１株当たり配当予想につきましては、１株当たり５円を予定しております。 

 

 (4) 事業等のリスク 

中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以 

下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判

断したものであります。 

 

①当社を取り巻く事業環境の変動について 

外食産業の市場規模は、公表されている統計によると、消費動向の低迷、中食の拡大などにより縮

小傾向にあります。また、大手企業による大量の新規出店、低価格化等により競合が激化しておりま

す。 

当社は、和食カフェテリア方式のレストランとして、「ザめしや」を中心に経営しており、当初は、

同業態でチェーン展開を行っている企業もなく、順調に展開してまいりましたが、近年、同業態でチ

ェーン展開を行っている企業の出現により、競合する店舗も現われております。 

従って、今後の市場動向の推移、競合先企業及び競合店舗の動向、顧客ニーズの変化により当社の

業績に影響を与える可能性があります。 
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②店舗展開と出退店政策について 

当社は、「ザめしや」の出店に関して、郊外型幹線道路立地にこだわって店舗展開をおこなってま

いりましたが、「街かど屋」の業態を開発することによって、立地選定を都心型ビルイン型の店舗に

も出店の対象を広げてまいりました。これらの業態に加えて、「めしや食堂」の業態を開発すること

により、立地についても、生活道路型小商圏立地へと広がり、今後は関西地区・中部地区において

「街かど屋」、｢めしや食堂｣中心の出店をおこなっていく方針であります。 

当社の新規出店は、家賃、保証金、建設協力金等の出店条件、周辺人口、店舗前の交通量等の事前

調査によって店舗の採算性を予測し、投資回収期間、利益貢献度などの基準を満たすものを対象物件

として選定しております。このため、当社出店基準に達する物件がなく、出店計画に満たない場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。また、新規出店に伴う初期投資、減価償却負担等によ

り、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

現在当社が出店を行っている関西地区・中部地区以外での地区において当社の業態、メニュー、

「味」等が消費者の支持を得られる保証はなく、当社の業績に影響を与える可能性があります。           

また、当社は各店舗の業績を精査し、必要に応じて閉店、業態転換をおこなっております。閉店に

際しては、賃借物件の中途解約により違約金等が発生したり、転貸に伴い損失が発生する場合があり

ます。また賃貸人の財政状態によっては差入保証金を回収できない可能性もあります。業態転換に際

しても店舗設備の除却等が発生する場合があります。この様な場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

 

③仕入食材の調達安定供給について 

当社は和食中心の料理を提供しておりますが、多くのお客様の嗜好に応えるため、そのメニュー数

は幅広く、その食材の種類も多岐にわたっております。近年問題となっておりますＢＳＥや鳥インフ

ルエンザなどの、食材に関する問題も、即時にメニューを変更するという形で解消できるカフェテリ

ア方式のレストランの特性をもって対処してまいりましたが、天候不順による農作物の不作といった

全体的な状況になった場合には、物量の確保及び仕入価格への影響が考えられ、当社の業績に影響を

与える可能性があります。 

また、「食」の安全性に対する社会的な要請、顧客ニーズが高まった場合、食材の調達が円滑に進

まなくなったり、食材調達コストが上昇する可能性があります。そのような場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

 

④人材の確保及び育成について 

当社は、多くの料理を店内調理しており、できたての美味しさ、品質の良さをお客様に提供してま

いりました。また、カフェテリア方式のレストランという業態の特性を生かすため、きめの細かい新

メニューの導入、300種以上の食材発注などの店舗管理能力に加えて、一定の調理技術を備えた人材を

確保・育成することが重要であります。 

したがって、当社は労働集約型といえる産業であることから、今後の少子高齢化社会での人材の確

保ができない場合、また、人材の育成が順調に進まない場合、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 
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⑤法的規制について        

 ⅰ 食品衛生法 

当社の事業は、「食品衛生法」による規制を受けており、当社は各店舗について管轄保険所を通じ

ての営業許可を取得しております。 

当社は、「クレンリネス」のスローガンのもと、食品衛生管理をマニュアル化し、食品の厳正な取

り扱いを実施してまいりました。その結果、創業以来、食品衛生管理に関して営業停止処分等受けた

ことはありません。 

今後も、清潔で衛生的な店舗の維持に注力してまいりますが、当社で万一食中毒などの重大な衛生

上の問題が発生した場合、食品衛生が社会問題化した場合、又は関連する法令等の改正等により、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

 ⅱ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律              

平成13年５月施行の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下「食品リサイクル

法」という。）については、現在、当社は食品リサイクル法に定められた外食事業者に該当しており、

排出量２割削減を実現するように対策を打っております。カフェテリアという業態の特性上、調理さ

れた食品の一定の劣化に伴なう食品廃棄物は、他の飲食店に比べて多いと認識しており、今後、食品

廃棄物の排出量削減の基準が引き上げられた場合、新たな設備等の支出が発生することにより、当社

の業績に影響を与える可能性があります。      

  

 ⅲ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律          

厚生労働省は、短時間労働者（パートタイマー）の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を目的

に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「パートタイム労働指針」を定めており、最

近の報道等によると厚生年金・健康保険の適用拡大、正社員並みの労働を行っている場合の賃金など

の同等待遇を目的に関連する法律の改正が検討されております。 

当社は、短時間労働者（パートタイマー）の比率が高く、また、今後もパートタイマーの職域を拡

大するなど、その重要性は増してくると考えております。従って、今後法改正の内容によっては当社

が負担する保険料等が増加することにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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01経営成績ファ 
 

㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）
ル名:01経営成績 更新日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:26 

⑥業績の季節的変動について 

当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が上半期に多くなることにより、上半期の比重が高くなっ

ております。販売費及び一般管理費に大きな変動はないため、上半期の偏重傾向は営業利益以下にお

いて顕著に表われております。 

当社の最近2期間における上半期・下半期別の業績及び通期に対する比率は以下の通りとなっておりま

す。 

 

(単位：百万円、％) 

平成18年２月期 平成19年２月期 

上半期 下半期 上半期 下半期  

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

売 上 高 7,315 52.1 6,713 47.9 7,187 51.6 6,730 48.4

経 常 利 益 484 62.4 291 37.6 539 67.4 261 32.6

当期純損益 57 48.5 61 51.5 211 75.0 70 25.0
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01経営成績ファ 
 

㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）
ル名:01経営成績 更新日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:26 

２ 企業集団の状況 

   当社の企業集団を構成する関係会社はありません。 
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01経営成績ファ 
 

㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）
ル名:01経営成績 更新日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:26 

３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様第一主義の徹底」のもと「Ｑ・Ｓ・Ｃ＋Ｃ」（クオリティ・サービス・ク

レンリネス＋チョイス）のレベル向上を経営の基本方針としております。当社の業態『和食カフェテリ

ア』の特性である、「Ｃ（チョイス）」、すなわち、お客様が自由に料理を選べる楽しさを一層充実さ

せることが、オーバーストア状態にある外食産業の中で勝ち残るカギになるものと考えております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 当社は、企業価値を高めるうえで、収益性の観点からは営業利益率の向上、財務健全性の観点からは

自己資本比率の向上を目指し、ローコストオペレーションを実践し経営効率の改善を図ります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

    当社は、経営の基本方針のもと、①新業態の開発、②スクラップ＆ビルドを中長期的な経営戦略とし

ております。新業態の開発については、多様な顧客ニーズを満たし、「めしや食堂」や「街かど屋」の

ようなビジネスモデルの確立を目指します。スクラップ＆ビルドについては、オーバーストア状態のた

めロードサイド（ザめしや）の出店地が減少したこともあり、生活道路や小商圏（めしや食堂、街かど

屋）への新規出店や、不採算店舗の業態転換や閉店を積極的に行います。また、ドミナント戦略のもと

収益性重視の店舗展開を進め、出店地域の拡大に努めます。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

個人消費は回復傾向にありますが、無認可添加物や消費期限切れ食材使用問題が相次ぎ、消費者の

「安心・安全」への関心が高まる中、当社は中国産食材の使用を減少していくことで、信頼のできる食

材を提供できる環境作りに注力しております。また、既存店売上高の回復に向け、８月中旬よりザめし

や全店で特Ａ評価米を導入しております。関西地区では、コシヒカリの新品種「庄内産のびのび」、中

部地区では「宮城産ひとめぼれ」を使用し、ザめしやの存在理由「ご飯と味噌汁が美味しい店」を確立

してまいります。 

また、外食産業においては効率的な設備投資を行い投下資本が早期に回収できる体質を作り上げるこ

とが急務であります。採算性の低い店舗の整理を進めてスクラップ＆ビルドを行い、Q・S・C（クオリ

ティ・サービス・クレンリネス）レベルの更なる向上を課題として、各業態の利益率を高め、資本効率

を向上させるとともに、既存店の改装や新メニュー開発を促進して、お客様が要望される店舗づくりを

進めてまいります。その一環として、「街かど屋」、「めしや食堂」など、より効率的な運営を行う小

型店の厳選した新規出店を計画しております。 

 

 (5) 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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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/20

４ 中間財務諸表等 

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） 

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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

1. 現金及び預金  2,036,612 2,086,238  2,582,370 

2. 売掛金  12,533 15,222  6,660 

3.  たな卸資産  73,299 83,626  74,037 

4.  繰延税金資産  119,193 101,680  84,685 

5.  その他  384,318 394,843  322,331 

6.  貸倒引当金  △ 1,358 －  － 

    流動資産合計  2,624,598 31.1 2,681,610 32.1  3,070,085 34.6

Ⅱ 固定資産    

1. 有形固定資産 ※1   

(1) 建物  2,607,383 2,559,078  2,658,978 

(2) 構築物  226,576 200,222  224,196 

(3) 工具器具備品  168,289 174,824  177,695 

   (4) 土地  25,405 25,405  25,405 

   (5) その他  60,321 26,958  38,057 

   有形固定資産合計  3,087,976 2,986,489  3,124,333 

 2. 無形固定資産  36,224 34,999  35,611 

 3. 投資その他の資産    

(1) 繰延税金資産  288,355 333,580  288,121 

(2) 差入保証金  2,191,051 2,069,790  2,131,051 

(3) その他  218,590 247,652  229,028 

   (4) 貸倒引当金  △ 2,469 △3,184  △3,213 

  投資その他の資産合計  2,695,528 2,647,837  2,644,988 

固定資産合計  5,819,728 68.9 5,669,326 67.9  5,804,933 65.4

資産合計  8,444,327 100.0 8,350,936 100.0  8,875,018 100.0
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/20

前事業年度の 

 
 
 

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） 
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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 1. 買掛金  459,767 453,048  347,604 

2.  １年以内返済予定長期借入金  652,276 669,896  692,900 

3.  1年以内償還予定社債  20,000 10,000  20,000 

 4. 未払金  247,111 213,497  171,258 

 5.  １年以内返済予定長期未払金  297,663 213,430  262,856  

6.  未払費用  484,043 492,106  454,228 

 7. 未払法人税等  258,282 124,110  225,384 

8. 賞与引当金  187,685 173,787  123,387 

9. その他 ※2 100,601 79,155  70,483 

   流動負債合計   2,707,431 32.1 2,429,032 29.1  2,368,102 26.7

     

Ⅱ 固定負債     

1. 社債  10,000 －  － 

 2. 長期借入金  1,524,106 1,454,210  1,785,844 

 3. 長期未払金  255,769 42,339  134,017 

 4. 退職給付引当金  297,317 305,069  303,235 

 5. 役員退職慰労引当金  83,306 87,999  87,751 

6. 転貸損失引当金  － 37,822  － 

7.  その他  165,338 152,339  146,918 

   固定負債合計   2,335,838 27.7 2,079,778 24.9  2,457,766 27.7

   負債合計   5,043,270 59.8 4,508,811 54.0  4,825,869 54.4

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   1,551,000 18.4 1,838,526 22.0  1,838,526 20.7

２ 資本剰余金     

 (1) 資本準備金  1,250,000 1,537,526  1,537,526 

資本剰余金合計   1,250,000 14.8 1,537,526 18.4  1,537,526 17.3

３ 利益剰余金     

 (1) 利益準備金  12,000 12,000  12,000 

 (2) その他利益剰余金     

   別途積立金  296,000 296,000  296,000 

   繰越利益剰余金  293,657 157,764  364,146 

利益剰余金合計   601,657 7.1 465,764 5.6  672,146 7.6

４ 自己株式   － － △273 △0.0  － －

株主資本合計   3,402,657 40.3 3,841,543 46.0  4,048,199 45.6

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 繰延ヘッジ損益  △1,600 581  949 

評価・換算差額等合計   △1,600 △0.0 581 0.0  949 0.0

純資産合計   3,401,057 40.2 3,842,125 46.0  4,049,148 45.6

負債純資産合計   8,444,327 100.0 8,350,936 100.0  8,875,018 100.0
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㈱ライフフーズ（3065）  平成 20 年２月期中間決算短信（非連結） 

 

（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） 

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 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  7,187,288 100.0 7,175,145 100.0  13,917,474 100.0

    

Ⅱ 売上原価  2,196,456 30.5 2,168,013 30.2  4,288,925 30.8

    

  売上総利益  4,990,831 69.5 5,007,131 69.8  9,628,548 69.2

    

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,444,567 61.9 4,745,606 66.1  8,797,639 63.2

    

  営業利益  546,263 7.6 261,525 3.7  830,909 6.0

    

Ⅳ 営業外収益 ※1 156,153 2.2 150,878 2.1  290,986 2.1

    

Ⅴ 営業外費用 ※2 163,409 2.3 164,050 2.3  321,757 2.3

    

  経常利益  539,008 7.5 248,353 3.5  800,138 5.7

    

Ⅵ 特別利益  4,761 0.1 7,286 0.1  4,761 0.0

    

Ⅶ 特別損失 ※3 140,655 2.0 284,029 4.0  217,543 1.6

    

 税引前中間（当期）純利益   

 又は税引前中間純損失（△） 
403,114 5.6 △28,389 △0.4 

 
587,356 4.2

    

  法人税、住民税及び事業税  238,003 103,299  317,837 

    

  法人税等調整額  △46,801 191,201 2.7 △62,572 40,727 0.6 △12,882 304,954 2.2

    

  中間（当期）純利益   

 又は中間純損失（△）  
211,912 2.9 △69,117 △1.0 

 
282,401 2.0
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㈱ライフフーズ（3065）  平成 20 年２月期中間決算短信（非連結） 

 

（3） 中間株主資本等変動計算書 

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 利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成 19 年 2 月 28 日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 364,146 － 4,048,199

 中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △137,265 △137,265

 中間純利益  △69,117 △69,117

 自己株式の取得   △273 △273

 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) 
－ － － － △206,382 △273 △206,655

平成 19 年 8 月 31 日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 157,764 △273 3,841,543

 

 

評価・換算差額等 
 

繰延ヘッジ損益 
純資産合計 

平成19年2月28日残高(千円) 949 4,049,148

 中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △137,265

 中間純利益 △69,117

 自己株式の取得 △273

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△368 △368

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△368 △207,023

平成19年8月31日残高(千円) 581 3,842,125
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/200

（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) 

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） 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 

又は税引前中間純損失（△） 
 403,114 △28,389 587,356

2.  減価償却費  171,605 178,412 356,696

  3. 減損損失  99,124 219,665 148,684

  4. 店舗閉鎖関連損  32,000 21,302 47,016

  5.  転貸損失引当金の増加額  － 37,822 －

  6. 賞与引当金の増加額  64,316 50,400 18

  7. 退職給付引当金の増加額（△減少額）  △660 1,833 5,257

8. 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  5,500 248 9,945

  9. 貸倒引当金の増加額（△減少額）  1,913 △29 1,298

 10. 受取利息及び受取配当金  △1,196 △3,130 △3,301

 11. 支払利息  18,682 17,324 38,119

 12. 有形固定資産売却益  － △7,286 －

13. 有形固定資産売却損  － 5,655 －

 14. 有形固定資産除却損  4,725 22,518 14,665

  15.  売掛債権の減少額（△増加額）  △5,246 △8,561 626

  16. たな卸資産の減少額（△増加額）  8,485 △9,588 7,747

 17. 仕入債務の増加額（△減少額）  114,820 105,443 2,657

  18. 未払消費税等の増加額（△減少額）  1,774 △19 △11,842

  19. その他資産の減少額（△増加額）  △71,163 △66,846 △943

  20. その他負債の増加額（△減少額）  59,981 △70,137 △4,970

    小計  907,777 466,636 1,199,032

  21. 利息及び配当金の受取額  177 1,195 1,131

  22. 利息の支払額  △14,076 △18,364 △33,150

  23. 法人税等の支払額  △86,109 △203,770 △198,616

  営業活動によるキャッシュ・フロー  807,769 245,697 968,396

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  1. 有形固定資産の取得による支出  △345,054 △174,058 △691,538

  2. 有形固定資産の売却による収入  32,045 34,200 32,045

  3. 無形固定資産の取得による支出  △415 － △415

  4. 差入保証金支払による支出  △47,943 △49,735 △99,408

  5. 差入保証金回収による収入  138,724 101,864 250,190

6. 貸付金の実行による支出  △27,500 △22,316 △80,482

  7. 貸付金の回収による収入  8,759 11,200 22,501

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △241,383 △98,846 △567,108
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/200

  

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） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  1.  社債償還による支出  △10,000 △10,000 △20,000

 2. 長期借入れによる収入  400,000 － 1,000,000

 3. 長期借入金の返済による支出  △404,866 △354,638 △702,504

  4. 長期未払金返済による支出  △176,169 △141,103 △332,729

 5. 株式発行による収入  － － 575,053

 6. 自己株式取得による支出  － △273 －

 7. 配当金の支払額  △40,000 △136,968 △40,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △231,035 △642,983 479,819

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加額（△減少額）  335,349 △496,131 881,107

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,701,262 2,582,370 1,701,262

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  2,036,612 2,086,238 2,582,370
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ファイル名:04キャッシュフロー計算書 
 

 
㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/200

（5） 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  前中間会計期間 
(自 平成18年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. たな卸資産の評価基準及び評 

価方法 

   

（1）商品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。 

（2）原材料 

  最終仕入原価法を採用しており

ます。 

（3）貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。 

 

１. たな卸資産の評価基準及び評 

価方法 

  

（1）商品 

        同    左 

 

（2）原材料 

        同    左 

 

（3）貯蔵品 

        同    左 

 

１. たな卸資産の評価基準及び評 

価方法 

  

（1）商品 

        同    左 

 

（2）原材料 

        同    左 

 

（3）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         

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備は除

く）については、定額法を採用

しております。 

     なお、主な耐用年数は以下の 

とおりであります。 

         

     建物及び構築物  10年～39年 

構築物          10年～20年 

     工具器具備品     5年～ 6年 

 

２. 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

        同    左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 固定資産の減価償却の方法 

  (1) 有形固定資産 

        同    左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。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 

       同    左 

(2) 無形固定資産 

       同    左 
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ファイル名:04キャッシュフロー計算書 
 

 
㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/200

  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) 

３．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため

に、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し回収不能見込額

を計上しております。 

（2）賞与引当金 

     従業員に対して支給する賞与 

の支出に充てるため、支給見込 

額に基づき計上しております。 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた 

めに、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。     

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

（4）役員退職慰労引当金 

役員（執行役員を含む）の退

職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しております。 

 

３．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

      同  左 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

       同    左 

 

 

（3）退職給付引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

同  左 

 

 

 

（5）転貸損失引当金 

   店舗閉店に伴い賃貸借契約の

残存期間に発生する損失に備え

るため、閉店し転貸を決定した

店舗について、支払義務のある

賃料総額から転貸による見込賃

料収入総額を控除した額等その

他損失額を計上しております。

  （追加情報） 

    店舗の採算管理を強化してお

り、閉店後の転貸物件に係る

将来の賃料差損等が増加して

いく可能性が高くなったため

当中間会計期間より転貸損失

引当金を計上しております。 

 

３．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

      同  左 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

       同    左 

 

 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた 

めに、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。  

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

役員（執行役員を含む）の退職

慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく当事業年度末要支給額を

計上しております。 
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/16/200

 

  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) 

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。 

４．リース取引の処理方法 

       同    左 

 

４．リース取引の処理方法 

       同    左 

 

５．ヘッジ会計の処理 
（1） ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例 
処理の要件を満たす場合は特例 
処理を行っております。 

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 
ヘッジ対象…借入金 

（3） ヘッジ方針 
金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお
ります。 

（4） ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象及びヘッジ手段につ

いて、それぞれのキャッシュ・フ
ロー総額の変動額を比較し、両者
の変動額を基準にして検証してお
りますが、ヘッジ手段とヘッジ対
象に関する重要な条件が同一であ
り、かつヘッジ開始時及びその後
も継続して、相場変動又はキャッ
シュ・フロー変動を完全に相殺す
るものと想定することができる場
合には、検証を省略しておりま
す。 
 

５．ヘッジ会計の処理 
（1） ヘッジ会計の方法 

 同  左 
 
 

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象 
 同  左 

 
（3） ヘッジ方針 

 同  左 
 
 

（4） ヘッジ有効性評価の方法 
同  左 

 

５．ヘッジ会計の処理 
（1） ヘッジ会計の方法 

同  左 
 
 

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象 
同  左 

 
（3） ヘッジ方針 

同  左 
 
 

（4） ヘッジ有効性評価の方法 
同  左 

６．中間キャッシュ・フロー計算書 
における資金の範囲 
手許現金、随時引き出し可能な預 

金及び容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短期投資か
らなっております。 

 

６．中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

同     左 
 

６．キャッシュ・フロー計算書に 
おける資金の範囲 

同     左 
 

７．その他中間財務諸表作成のため 
の基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式 

によっております。 
 

７．その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

 同     左 
 
 

７．その他財務諸表作成のための 
基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

  同     左 
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/17/2007

（6） 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。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は3,402,657千円でありま

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。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減価償却方法の変更） 

  当中間会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

取得の固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により、

減価償却費を計上しております。 

  なお、この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は4,048,199千円でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 
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更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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 有形固定資産の減価償却累計額 

3,333,169千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

3,177,928千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

3,365,028千円 

※2 消費税等の取扱い 

 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ流動負債のその他

に含めて表示しております。 

※2 消費税等の取扱い 

 

     同   左 

         

3 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行９行と当座貸越

契約を締結しております。 

当中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高は次

のとおりであります。 

 

当座貸越極度額   2,000,000千円

貸出実行残高       － 千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行９行と当座貸越

契約を締結しております。 

当事業年度末における当座貸越契

約に係る借入金未実行残高は次のと

おりであります。 

 

当座貸越極度額   2,000,000千円

貸出実行残高       － 千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行９行と当座貸越

契約を締結しております。また、平

成17年９月30日付けでみずほ銀行を

アレンジャーとして既存取引銀行8

行と1年間のコミットメント期間付

シンジケーション方式タームローン

を締結しております。 

当中間会計期間末における当座貸

越契約及び貸出コミットメントに係

る借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

 

当座貸越極度額   2,000,000千円 

貸出コミットメント  1,000,000千円 

貸出実行残高     400,000千円 

差引額       2,600,000千円 

差引額       2,000,000千円 差引額       2,000,000千円
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更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

（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 

   受取利息       1,193千円 

   受取配当金        2千円 

      賃貸収入       115,995千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       3,129千円 

   受取配当金        0千円 

      賃貸収入       105,792千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       3,298千円 

   受取配当金        0千円 

      賃貸収入      222,305千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            18,682千円 

賃貸原価           128,125千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            17,324千円 

賃貸原価           104,895千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            38,119千円 

賃貸原価           242,547千円 

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損       4,725千円 

      減損損失            99,124千円 

      店舗閉鎖関連損      36,805千円 

 

 （減損損失） 

   当中間会計期間において、当社は 

下記の資産グルーピングについて減 

損損失を計上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件にグ 

ルーピングしております。店舗につ 

いては売上の不振により、賃貸物件 

については賃料水準の低下により減 

損損失99,124千円を特別損失に計上 

しております。 

その内訳は、建物85,540千円、構 

築物5,181千円、工具器具備品8,402 

千円であります。 

なお、回収可能価額は、使用価値 

により測定しており、将来キャッシ 

ュ・フローを6.0％で割り引いて算定 

しております。 

 

用途 種類 金額 場所 

店舗 

建物､

構築物 

工具器

具備品 

71,504

千円 

愛知県 

海部郡 

蟹江町 

他３店舗 

賃貸

物件 

建物､

構築物 

工具器

具備品 

27,620

千円 

 

三重県 

四日市市 

 

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損      22,518千円 

   固定資産売却損     5,655千円 

      減損損失           219,665千円 

      店舗閉鎖関連損      36,189千円 

 （減損損失） 

   当中間会計期間において、当社は 

下記の資産グルーピングについて減 

損損失を計上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件にグ 

ルーピングしております。店舗につ 

いて売上の不振により、減損損失 

219,665千円を特別損失に計上してお

ります。 

その内訳は、建物187,579千円、 

構築物14,712千円、工具器具備品 

17,373千円であります。上記減損損 

失のうち46,333千円は当中間会計期 

間中に撤退の意思決定を行い除却し 

た物件に係るものであります。 

なお、回収可能価額は、使用価値 

により測定しており、将来キャッシ 

ュ・フローを6.0％で割り引いて算定

しております 

用途 種類 金額 場所 

店舗

建物､

構築物

工具器

具備品

219,665

千円 

兵庫県 

加古郡 

播磨町 

他11店舗

※3 特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損      14,665千円 

      減損損失           148,684千円 

店舗閉鎖関連損      54,193千円 

       

 （減損損失） 

当事業年度において、当社は下記 

の資産グルーピングについて減損損 

失を計上しております。 

当社は資産を店舗、賃貸物件にグ 

ルーピングしております。店舗につ 

いて売上の不振により、減損損失賃 

貸物件については賃料水準の低下に 

より148,684千円を特別損失に計上し

ております。 

その内訳は、建物125,518千円、 

構築物9,290千円、工具器具備品 

13,875千円であります。上記減損損 

失のうち13,492千円は当期中に撤退 

の意思決定を行い期末までに除却し 

た物件に係るものであります。 

なお、回収可能価額は、使用価値 

により測定しており、将来キャッシ 

ュ・フローを6.0％で割り引いて算定

しております。 

 

用途 種類 金額 場所 

店舗

建物､

構築物 

工具器

具備品 

121,064

千円 

愛知県 

海部郡 

蟹江町 

他７店舗

賃貸

物件

建物､

構築物 

工具器

具備品 

27,620

千円 

 

三重県 

四日市市

 

4 減価償却実施額 

有形固定資産        171,004千円 

無形固定資産            597千円 

4 減価償却実施額 

有形固定資産     177,799千円

無形固定資産       612千円

4 減価償却実施額 

有形固定資産    355,483千円

無形固定資産      1,213千円
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ  
 

更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

（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 

 株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株）  

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 普通株式   16,000,000       －       －    16,000,000

 

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3. 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。 

 

4. 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 26 日 

 定時株主総会 
普通株式   40,000    2.5 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 26 日 

 

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間期末後となるもの 

  該当事項はありません。 
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ  
 

更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

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 

 株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株）  

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 普通株式   18,302,000       －       －    18,302,000

  

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株）  

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 普通株式      －    943       －    943

（注）普通株式の自己株式の増加はすべて単元未満株式の買取によるものであります。 

 

3. 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。 

 

4. 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   137,265    7.5 平成 19 年２月 28 日 平成 19 年５月 25 日

 （注）１株当たり配当額（円）には、株式会社ジャスダック証券取引所上場記念配当２円50銭が含ま

れております。 

 

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間期末後となるもの 

  該当事項はありません。 
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ  
 

更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

 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 

 株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株）  

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 普通株式   16,000,000     2,302,000       －    18,302,000

 （変動事由の概要） 

増加数の内訳は次のとおりであります。 

株式公開に伴う有償一般募集（ブックビルディング方式）による新株発行による増加 2,000千株 

オーバーアロットメントによる有償第三者割当増資 300千株 

新株予約権（ストックオプション）の権利行使による新株発行による増加 ２千株 

 

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

3. 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。 

 

4. 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 26 日 

定時株主総会 
普通株式   40,000    2.5 平成 18 年２月 28 日 平成 18 年５月 26 日

  

   （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間期末後となるもの 

  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 

平成 19 年５月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金   137,265    7.5 平成 19 年２月 28 日 平成 19 年５月 25 日

（注）１株当たり配当額（円）には、株式会社ジャスダック証券取引所上場記念配当２円50銭が含ま

れております。 
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ファイル名:06注記事項ＢＳ・ＰＬ・ＣＦ  
 

更㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）新
日時:10/16/2007 8:23:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

(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) 

※  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載さ

れている科目の金額との関係 

    （平成18年8月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定   2,036,612

現金及び現金同等物  2,036,612

 

※  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載さ

れている科目の金額との関係 

    （平成19年8月31日現在） 

（千円）

現金及び預金勘定   2,086,238 

現金及び現金同等物  2,086,238

 

※  現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲載されている

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   2,582,370

現金及び現金同等物  2,582,370
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㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結） 

ファイル名:07リース取引関係 更新日時:10/16/2007 6:29:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

（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) 

 １. 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 

（借主側） 

  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)

期末残高 

相当額 

(千円) 

機械及び 

装置 
87,280 57,314 29,966 

工具 

器具備品 
388,985 217,598 171,387 

ソフト 

ウェア 
39,253 11,740 27,513 

合計 515,519 286,652 228,867 

 

  ②  未経過リース料中間期末残高相当

額 

      １年以内       87,304千円 

      １年超        145,658千円 

        合計        232,962千円  

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料      57,576千円 

     減価償却費相当額  54,211千円  

     支払利息相当額     2,436千円  

 

  ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      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。 

      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。 

 

 （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失は 

  ありませんので、項目等の記載は省略

しております。 

 

１. 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 

（借主側） 

  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)

期末残高

相当額

(千円)

機械及び

装置 
100,415 34,812 65,603

工具 

器具備品
377,293 162,728 214,510

ソフト 

ウェア 
34,768 14,807 19,961

合計 512,478 212,402 300,076

 

  ②  未経過リース料中間期末残高相当

額 

      １年以内       92,416千円 

      １年超        210,970千円 

        合計        303,386千円  

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料      58,271千円 

     減価償却費相当額  55,288千円  

     支払利息相当額     2,601千円  

 

  ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      減価償却費相当額の算定方法 

    同  左 

 

 

      利息相当額の算定方法 

    同  左 

 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

     同  左 

１ . 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 

（借主側） 

  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)

機械及び

装置 
98,358 44,522 53,835

工具 

器具備品
392,445 190,322 202,122

ソフト 

ウェア 
39,253 15,665 23,587

合計 530,056 250,510 279,546

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

      １年以内         91,715千円 

      １年超          191,378千円 

        合計         283,093千円  

 

  ③  支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

     支払リース料     113,348千円 

     減価償却費相当額 107,018千円 

     支払利息相当額     4,848千円 

 

   ④  減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

      減価償却費相当額の算定方法 

    同  左 

 

 

      利息相当額の算定方法 

    同  左 

 

 

 

 

 

 （減損損失について） 

    同  左 
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ファイル名:08有価証券関係 更 
 

新㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）日
時:10/16/2007 8:22:00 PM 印刷日時:07/10/18 16:28 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年８月31日） 

   該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末 （平成19年８月31日） 

   該当事項はありません。 

 

前事業年度末 （平成19年２月28日） 

   該当事項はありません。 

 - 27 -



ファイル名:09デリバティブ取引関係 
 

㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/17/20

（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  取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容および利用目的 

当社の利用しているデリバティブ取

引は、金利スワップ取引であり、借入

金利等の将来の金利市場における利率

上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用して

ヘッジ会計を行っております。 

１  取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容および利用目的 

同  左 

１  取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容および利用目的 

同  左 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理

の要件を満たす場合は特例処理を行っ

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 

ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同    左 

③ヘッジ方針 

金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

③ヘッジ方針 

同    左 

③ヘッジ方針 

同    左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象及びヘッジ手段につい

て、それぞれのキャッシュ・フロー総

額の変動額を比較し、両者の変動額を

基準にして検証しておりますが、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、かつヘッジ開始時及

びその後も継続して、相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動を完全に相殺す

るものと想定することができる場合に

は、検証を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

(2) 取引に対する取組方針 

金利スワップ取引については、金融

機関からの借入金残高の範囲内として

おり、投機目的のためには利用しない

方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同    左 

(2) 取引に対する取組方針 

同    左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引においては、市場

金利の変動によるリスクを有しており

ます。 

金利スワップ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い国内の銀行であるた

め相手方の契約不履行によるいわゆる

信用リスクは、ほとんどないと判断し

ております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同    左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同    左 
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ファイル名:09デリバティブ取引関係 
 

㈱ライフフーズ（3065）  平成20年２月期中間決算短信（非連結）更新日時:10/17/20

(4) 取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引は、管理担当役員

の許可の範囲内で行われ、執行および

管理は、財経部が行っております。 

財経部では常にデリバティブ取引の

ポジション状況を把握し、随時財経部

長および管理担当役員に報告しており

ます。 

 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同    左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同    左 

２  取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、該

当事項はありません。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

同    左 

２ 取引の時価等に関する事項 

同    左 
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（持分法損益等） 

 関連会社がないため該当事項はありません。 
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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） 

当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

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） 

当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

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 

決議年月日 平成13年７月９日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び従業員43名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 90,000 

付与日 平成13年７月９日 

権利確定条件 定めておりません。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 
平成15年８月１日 
～平成20年７月31日 

    

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

決議年月日 平成13年７月９日 

権利確定後  

 期首（株） 90,000 

 権利確定（株） 90,000 

 権利行使（株） 2,000 

 失効（株） ─ 

 未行使残（株） 88,000 

②単価情報 

決議年月日 平成13年７月９日 

 権利行使価格（円） 314 

 行使時平均株価（円） 294 

 付与日における公正な評価単価（円） ─ 
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（企業結合等関係） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
(自 平成18年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 212.56円 
 

１株当たり純資産額 209.94円 １株当たり純資産額 221.24円 

１株当たり中間純利益 13.24円 
 

１株当たり中間純損失 3.78円 １株当たり当期純利益 17.15円 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、ストックオプ

ション制度の導入に伴う新株予約権

残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので、記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失であるため、記載しており

ません。 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
17.15円 

 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たりの純資産額 

項目 
前中間会計期間 

（平成18年８月31日末)
当中間会計期間 

（平成19年８月31日末) 
前事業年度 

（平成19年２月28日末)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,401,057 3,842,125 4,049,148

普通株式に係る純資産額(千円) 3,401,057 3,842,125 4,049,148

差額の主な内訳(千円) ─ ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 16,000 18,302 18,302

普通株式の自己株式数（千株） ― 0 ─

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

16,000 18,301 18,302

 

２．１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失（△）及び潜在株式調整後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)

損益計算書上の中間(当期)純利益
又は中間純損失(△) (千円) 

211,912 △69,117 282,401

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
又は中間純損失(△) (千円) 

211,912 △69,117 282,401

普通株式の期中平均株式数(千株) 16,000 18,301 16,464

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益の算定に用いられた普通 
株式増加数の主要な内訳（千株） 
    新株予約権 

― ― 4

普通株式増加数（千株） ― ― 4

希薄化効果を有しないため、潜 

在株式調整後１株当たり当期純 

利益の算定に含まれなかった潜 

在株式の概要 

平成13年７月９日臨時株

主総会決議による新株予

約権(ストックオプショ

ン)１種類(潜在株式の数

90,000株)なお、行使期

間は平成20年７月31日ま

― 

 

―
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でであります。 

（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) 

 当社は、株式会社ジャスダック証券取

引所より平成18年11月10日に上場承認を

受けております。 

この上場にあたり、平成18年11月10日

開催の取締役会において以下の新株式発

行を決議しております。 

 （一般募集による新株式発行） 

(1) 発行株式の種類及び数  

普通株式 2,000,000株 

 (2) 発行スケジュール 

  申込期間 

   平成18年12月7日から 

   平成18年12月12日まで 

  払込期日 

   平成18年12月13日 

(3) 配当起算日 

 平成18年３月１日 

 (4) 資金使途 

  設備投資及び借入金返済 

  

（第三者割当による新株式発行） 

オーバーアロットメントによる株式売

出し（大和証券エスエムビーシー株式会

社が当社株主から借受ける当社普通株式

上限300,000株の売出し）に関連する第

三者割当増資 

(1) 発行株式の種類及び数 

 普通株式 300,000株 

 ただし、需要状況を勘案のうえ、今

後開催される取締役会において変更さ

れる場合がある。 

(2) 発行スケジュール 

  払込期日 

   平成19年１月15日 

(3) 配当起算日 

 平成18年３月１日 

 (4) 割当先 

  大和証券エスエムビーシー株式会社 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

    当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。 

 

 

(2) 仕入実績 

  仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

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）

比較増減 
業  態 

仕入高（千円） 仕入高（千円） 仕入高（千円） 
前年同期比 

  （％） 

ザめしや 1,663,747 1,517,632 △146,115 91.2

街かど屋（ザめしや 24） 197,249 264,256 67,006 133.9

めしや食堂 190,970 319,566 128,596 167.3

めんむす 188,788 142,204 △46,584 75.3

めしやっこ 39,573 33,690 △5,882 85.1

清久庵 － 10,266 10,266 －

その他 6,419 6,671 252 103.9

合計 2,286,747 2,294,288 7,540 100.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

          

 
(3) 販売実績 

  販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

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）

比較増減 
業  態 

販売高（千円） 販売高（千円） 販売高（千円） 
前年同期比

（％）

ザめしや 5,244,095 4,757,786 △486,309 90.7

街かど屋（ザめしや 24） 640,174 856,519 216,345 133.8

めしや食堂 599,000 968,724 369,723 161.7

めんむす 576,601 432,415 △144,185 75.0

めしやっこ 115,099 100,582 △14,517 87.4

清久庵 － 35,702 35,702 －

その他 12,316 23,415 11,098 190.1

合計 7,187,288 7,175,145 △12,142 99.8

（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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