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１．2007年９月中間期の業績（2007年４月１日～2007年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は、通期は対前期、中間期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９月中間期 10,667 16.6 694 44.8 663 42.1 322 58.2

2006年９月中間期 9,146 0.9 479 52.2 467 43.7 203 176.9

2007年３月期 19,153 6.9 1,061 12.2 1,027 10.5 474 52.7

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９月中間期 69 10 － －

2006年９月中間期 43 68 － －

2007年３月期 101 68 － －

（参考）持分法投資損益 2007年９月中間期 －百万円 2006年９月中間期 －百万円 2007年３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

百万円 百万円 ％ 円 銭

2007年９月中間期 9,915 2,110 21.3 451 88

2006年９月中間期 9,047 1,624 17.9 347 78

2007年３月期 9,548 1,848 19.4 395 78

（参考）自己資本 2007年９月中間期 2,110百万円 2006年９月中間期 1,624百万円 2007年３月期 1,848百万円

(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９月中間期 392 △542 216 1,855

2006年９月中間期 522 △784 1,023 1,789

2007年３月期 1,385 △1,614 988 1,789

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３月期 10 00 13 00 23 00

2008年３月期 15 00 －

2008年３月期（予想） － 15 00 30 00

３．2008年３月期の業績予想（2007年４月１日～2008年３月31日）　【参考】

（％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 23,233 21.3 1,364 28.6 1,277 24.3 540 13.7 115 64

－ 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

（注）詳細は、15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」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９月中間期 4,674,000株 2006年９月中間期 4,674,000株 2007年３月期 4,674,000株

②　期末自己株式数 2007年９月中間期 4,350株 2006年９月中間期 4,350株 2007年３月期 4,350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、26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

（将来に関する記述等についてのご注意）

業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績等は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速懸念や円高の進行、

また原油価格高騰などの懸念材料はあったものの、好調な企業業績を背景に設備投資は増勢を続け、雇用環境も引き

続き改善傾向が見られ、緩やかな景気拡大基調を維持しながら推移しました。

　外食産業におきましては、個人消費の回復傾向を受け、比較的堅調に推移しているものの業界内各社による新業態

の展開等により競争はますます激化しており、依然として厳しい状況が続いております。

　こうした中、当社では、新規出店による業容の拡大を図る一方、新商品として季節の丼ぶりを投入し、「安全で美

味しい商品のご提供」に注力してまいりました。

　この結果、当中間会計期間の業績は売上高10,667百万円（前年同期比16.6％増）、営業利益694百万円（同44.8％増）、

経常利益663百万円（同42.1％増）、中間純利益は322百万円（同58.2％増）となりました。　

（通期の見通し）

　今後の経済見通しにつきましては、好調な企業業績に支えられ回復基調は続くものと思われますが、個人消費につ

きましては、原油価格高騰に伴う生活関連商品の価格上昇や年金不安による消費者心理の冷え込みにより力強い回復

は期待できず、景気回復の持続は楽観視できない状況であります。

　外食産業におきましては、従来にも増して競争の激化が予想され、さらに原材料・資源価格等の高騰及び人件費の

上昇等の懸念もあり、引き続き厳しい経営環境が続くと予想されます。

　当社におきましても、食の安全・安心のさらなる追求と商品クオリティーの向上に取り組み、ブランド力を強化し

競合他社との一層の差別化を図るとともに、コスト管理を徹底することで収益力の向上に努めてまいります。

　通期の業績につきましては、売上高23,233百万円、営業利益1,364百万円、経常利益1,277百万円、当期純利益540百

万円を見込んでおります。

部門別の業績は、次のとおりであります。　

＜直営店部門＞

　当中間会計期間における新規出店は14店舗、加盟店３店舗の直営店化と２店舗の閉鎖により、直営店総店舗数は246

店舗となり、売上高は9,201百万円（前年同期比22.3％増）となりました。

＜フランチャイジー (加盟店) 部門＞

　当中間会計期間における加盟店店舗は３店舗の直営店化と１店舗の閉鎖により、加盟店総店舗数67店舗となり、売

上高は1,222百万円（前年同期比11.2％減）となりました。

＜その他の部門＞

当中間会計期間における外販売上は181百万円（前年同期比0.9％増）となりました。
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(2）財政状態に関する分析

　資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当中間会計期間末における資産は9,915百万円となり、前事業年度末に比べ366百万円の増加となりました。これは、

現金及び預金が66百万円増加したこと、及び新規出店を主因として有形固定資産が214百万円、差入保証金が42百万円

増加したこと等によるものです。

　負債につきましては7,805百万円となり、前事業年度末に比べ104百万円の増加となりました。これは、主に長期借

入金が増加したことによるものです。

　純資産につきましては、2,110百万円となり、前事業年度末に比べ261百万円の増加となりました。

　この結果、自己資本比率は、21.3％となりました。

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前中間会計期間末に比べ65百万

円（前年同期比3.7％増）増加し、1,855百万円となりました。

　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次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　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392百万円（前年同期比24.9％減）となりました。

　これは主に、新規出店を順次行ったことにより、売上高が前年同期に比べ1,521百万円増加したことにより、税引前

中間純利益が622百万円(同53.8％増)となりましたが、その一方で、前期において繰越欠損金が解消されたことで法人

税等の支払額が375百万円(同502.7％増)となり、前年同期に比して大幅に増加したためであります。

＜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542百万円（前年同期比30.9％減）となりました。

　これは主に、直営店の新規出店が前年同期に比してほぼ同程度であったものの改装等が大幅に減少したことにより、

有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ200百万円減少し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216百万円（前年同期比78.9％減）となりました。

　これは主に、長期借入れによる資金調達1,400百万円を行う一方で、長期借入金の返済による支出1,121百万円があっ

たこと等によるものであります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益配分に関しましては、配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化

のための内部留保充実もふまえ、業績に応じた利益配分を行なうことを基本方針としております。

　上記基本方針に基づき、当期の中間配当につきましては、当初予想の１株当たり13円から２円増配し、15円とする

ことと致しました。また、期末配当につきましては、１株当たり15円を予想しており、当期の年間配当は１株当たり

30円を見込んでおります。

 

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に重大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。

 ①原材料について

　主力商品のひとつである「親子丼」において、鳥インフルエンザの発生等による販売不振が発生するリスクが考え

られます。また農作物は天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リスクを負っております。当社は食材の

安全性及び安定的な調達の確保に取り組んでおりますが、上記諸事情等により、仕入価格の高騰、食材の不足等が発

生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　

 ②フランチャイジー（加盟店）との関係について

　当社は加盟店希望者とフランチャイズ契約を締結し、特定地区において店舗を出店する権利を付与しております。

加盟店の事業活動結果としての損益責任は、契約上当社が法的責任を負わないことを明記しておりますが、当社は加

盟店に対して加盟店の事業活動に伴う食材卸売り等の売掛債権を有しており、加盟店の経営悪化による貸倒引当金の

増加が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ③新規出店について

　新規出店に際しては、立地条件・賃借条件を十分検討の上、出店計画に基づき取り組んでおりますが、優良物件の

獲得競争の激化等により新規出店が計画通り実現できない場合、また、新規店舗の業績が計画通りに推移しない場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④法的規制について

　当社の直営店及び加盟店は、「食品衛生法」に基づき、厚生労働省令の定めにより都道府県知事から飲食店営業の

許可を受けております。万一、食中毒等が発生した場合には、一定期間の営業停止もしくは営業許可の取消を命じら

れることがあります。またこれによる被害者からの損害賠償請求、当社の信用力の低下、ブランドイメージに影響を

及ぼし、売上減少により当社の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
　当社は、丼ぶり・うどんを中心とした和風ファストフード店、及びそのチェーン本部の経営を行なっております。当

社は親会社である株式会社ゼンショーを中心とする企業集団に属しております。

　株式会社ゼンショーはフード業を営んでおります。　 

　事業系統図は次のとおりであります。

 お       客       様 

フランチャイズ加盟店 

商品とサービスの提供 

食材等の販売 

当              社 

ロイヤリティの受取 

商品とサービスの提供 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブルサプライ 

厨房備品の購入 

親会社の子会社 
株式会社グローバルフレッシュサプライ 

食材の物流委託 

親会社の子会社 
株式会社グローバル・ウェア 

ユニフォームの購入 

親会社 
株式会社ゼンショー 

仕入サポート 

商品開発サポート 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は常に食の安全を最優先に考え、商品開発を行なっております。「心のこもった元気なおもてなし」のもと、

「安全で美味しい商品」を「清潔で明るいお店」で、「スピーディーに提供」することで、より多くのお客様に元気

になっていただくことにより社会貢献することを、経営方針としております。

(2）目標とする経営指標

　当社は、今後ともファストフードチェーンとして成長を続けるための経営指標として、売上高経常利益率を重視し

ております。新規出店の拡大、既存店売上高の向上と同時に、業務の効率化によるコスト削減に取り組み、継続的に

利益を確保できる体制の確立を推し進めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　独自性のある新商品の適時投入、効果的な販売促進活動と商品構成を含めた商品戦略の確立をもって売上高と客数

の増加を図り、競合他社との差別化を明確にできるブランド力の確立と浸透を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社では、食の安全・安心の追求と商品クオリティーの向上に取り組んでまいりました。

　今後も、季節感のある期間限定商品や独自性のある新商品を適時投入し、お客様に喜んでいただける商品の提供に

取り組み、お客様の満足度向上に努めてまいります。

(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その整備状況」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９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（2007年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 （千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,789,683 1,855,401  1,789,088

２．売掛金 416,490 380,752  393,132

３．たな卸資産 67,398 86,557  90,520

４．繰延税金資産 93,751 96,269  109,048

５．その他 293,816 302,300  249,586

貸倒引当金 △19,182 △17,969  △16,245

流動資産合計 2,641,957 29.2 2,703,313 27.3 61,355 2,615,131 27.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1

(1）建物 3,294,636 3,901,158  3,677,820

(2）その他 191,798 171,089  180,036

計 3,486,435 4,072,247 585,812 3,857,856

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 94,669 28,677  72,734

(2）その他 37,696 84,599  53,753

計 132,365 113,276 △19,089 126,488

３．投資その他の資産

(1）長期貸付金 277,095 393,735  359,725

(2）差入保証金 2,178,478 2,289,146  2,247,086

(3）繰延税金資産 66,474 59,379  64,722

(4）その他 295,146 304,898  306,158

貸倒引当金 △30,045 △20,165  △28,178

計 2,787,149 3,026,994 239,844 2,949,513

固定資産合計 6,405,950 70.8 7,212,518 72.7 806,568 6,933,859 72.6

資産合計 9,047,908 100.0 9,915,831 100.0 867,923 9,548,990 100.0
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前中間会計期間末
（2006年９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（2007年３月31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 686,499 716,408  765,732

２．一年以内に返済予定
の長期借入金

1,983,540 2,062,588  2,063,134

３．未払法人税等 138,006 305,617  398,262

４．役員賞与引当金 - -  6,500

５．賞与引当金 129,000 119,000  118,000

６．その他 ※2 627,626 551,051  569,382

流動負債合計 3,564,671 39.4 3,754,664 37.9 189,992 3,921,011 41.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 3,281,508 3,492,400  3,212,898

２．退職給付引当金 80,219 87,385  83,568

３．預り保証金 431,326 424,985  427,451

４．その他 66,151 46,275 55,903

固定負債合計 3,859,204 42.7 4,051,045 40.8 191,841 3,779,822 39.6

負債合計 7,423,876 82.1 7,805,710 78.7 381,833 7,700,833 80.6

 （純資産の部）

　株主資本

 Ⅰ　資本金 684,880 7.5 684,880 6.9 - 684,880 7.2

 Ⅱ　資本剰余金        

   　  資本準備金 471,787   471,787    471,787   

資本剰余金合計 471,787 5.2 471,787 4.8 -  471,787 4.9

 Ⅲ　利益剰余金

 　　　その他利益剰余金

 　　　　繰越利益剰余金 470,521 956,611 694,646

利益剰余金合計 470,521 5.2 956,611 9.6 486,089 694,646 7.3

 Ⅳ　自己株式 △3,157 △0.0 △3,157 △0.0 - △3,157 △0.0

株主資本合計 1,624,031 17.9 2,110,121 21.3 486,089 1,848,156 19.4

純資産合計 1,624,031 17.9 2,110,121 21.3 486,089 1,848,156 19.4

 負債純資産合計 9,047,908 100.0 9,915,831 100.0 867,923 9,548,990 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

対前中
間期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31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 9,146,247 100.0 10,667,275 100.0 1,521,028 19,153,351 100.0

Ⅱ　売上原価 3,279,628 35.9 3,655,553 34.3 375,924 6,813,582 35.6

売上総利益 5,866,619 64.1 7,011,722 65.7 1,145,103 12,339,768 64.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

5,387,302 58.9 6,317,459 59.2 930,157 11,278,732 58.9

営業利益 479,316 5.2 694,262 6.5 214,946 1,061,035 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※1 62,649 0.7 55,623 0.5 △7,026 121,801 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※2 74,895 0.8 86,128 0.8 11,232 155,101 0.8

経常利益 467,070 5.1 663,757 6.2 196,687 1,027,736 5.4

Ⅵ  特別利益

 
※3

 

26,101 0.3 24,660 0.2 △1,441 26,101 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4・5 88,088 1.0 65,526 0.6 △22,561 134,177 0.7

税引前中間(当期)
純利益

405,084 4.4 622,890 5.8 217,806 919,660 4.8

法人税、住民税及
び事業税

117,800 282,100 375,100

法人税等調整額 83,311 201,111 2.2 18,120 300,220 2.8 99,109 69,765 444,865 2.3

中間(当期)純利益 203,973 2.2 322,670 3.0 118,696 474,794 2.5
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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４月１日　至2006年９月30日）

株主資本

純資産合計
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

その他利益

剰余金

繰越利益
剰余金

2006年３月31日　残高
（千円）

684,880 471,787 310,905 △3,157 1,464,415 1,464,415

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △37,357  △37,357 △37,357

役員賞与(注)   △7,000  △7,000 △7,000

中間純利益   203,973  203,973 203,973

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

- - 159,615 - 159,615 159,615

2006年９月30日　残高
（千円）

684,880 471,787 470,521 △3,157 1,624,031 1,624,031

 (注)2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自2007年４月１日　至2007年９月30日）

株主資本

純資産合計
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

その他利益

剰余金

繰越利益
剰余金

2007年３月31日　残高
（千円）

684,880 471,787 694,646 △3,157 1,848,156 1,848,156

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △60,705  △60,705 △60,705

中間純利益   322,670  322,670 322,670

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

- - 261,964 - 261,964 261,964

2007年９月30日　残高
（千円）

684,880 471,787 956,611 △3,157 2,110,121 2,110,121
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自2006年４月１日　至2007年３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

自己株式 株主資本
合計

資本準備金

その他利益

剰余金

繰越利益
剰余金

2006年３月31日　残高
（千円）

684,880 471,787 310,905 △3,157 1,464,415 1,464,415

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △37,357  △37,357 △37,357

役員賞与(注)   △7,000  △7,000 △7,000

剰余金の中間配当   △46,696  △46,696 △46,696

当期純利益   474,794  474,794 474,794

事業年度中の変動額合計
（千円）

- - 383,740 - 383,740 383,740

2007年３月31日　残高
（千円）

684,880 471,787 694,646 △3,157 1,848,156 1,848,156

 (注)2006年６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４月１日
至 2006年９月30日）

当中間会計期間
（自 2007年４月１日
至 2007年９月30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 2006年４月１日
至 2007年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前中間(当期)純
利益

405,084 622,890  919,660

減価償却費 123,361 153,284  264,978

無形固定資産償却額 46,561 51,212  94,005

長期前払費用償却額 14,840 15,774  31,030

賞与引当金の増減額
（△減少）

△11,000 1,000  △22,000

退職給付引当金の増
減額（△減少）

6,877 5,129  10,227

貸倒引当金の増減額
（△減少）

△6,375 △6,288  △11,179

受取利息 △6,426 △8,805  △14,033

支払利息 32,229 41,074  72,168

有形固定資産除売却
損 

81,037 55,878  120,827

減損損失 － －  6,300

収用補償金 △26,101 －  △26,101

店舗退去補償金 － △24,600  －

売上債権の増減額
（△増加）

△21,863 12,380  365

たな卸資産の増減額
（△増加）

△2,363 3,962  △25,484

その他営業債権の増
減額（△増加）

△57,321 △55,522  △51,009

仕入債務の増減額
（△減少）

5,372 △49,324  84,605

営業保証金の純増減
額

△2,480 －  △2,880

その他営業債務の増
減額（△減少）

36,864 △21,997  58,800

未払消費税等の増減
額（△減少）

5,980 5,040  15,593

役員賞与の支払額 △7,000 －  △7,000

その他 － 5,940  －

小計 617,277 807,030 189,752 1,518,873

利息の受取額 1,182 2,704  3,039

利息の支払額 △33,986 △42,231  △73,481

法人税等の支払額 △62,246 △375,183  △62,505

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

522,227 392,320 △129,906 1,385,926
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前中間会計期間
（自 2006年４月１日
至 2006年９月30日）

当中間会計期間
（自 2007年４月１日
至 2007年９月30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 2006年４月１日
至 2007年３月31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

  

有形固定資産の取得
による支出

△638,164 △438,047  △1,284,693

収用による補償金収
入 

 19,117 －  26,101

店舗退去による補償
金収入 

 － 24,600  －

無形固定資産の取得
による支出

△40,368 △38,001  △81,934

貸付けによる支出 △468 △54,528  △114,907

貸付金の回収による
収入

18,230 8,813  33,878

敷金保証金等の支払
による支出

△123,381 △119,033  △233,267

敷金保証金等の返還
による収入

48,060 76,250  78,752

預り保証金等の払戻
による支出

△41,445 △2,466  △49,805

預り保証金等の受入
による収入

－ －  6,200

その他 △26,435 －  5,471

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△784,855 △542,412 242,442 △1,614,203

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の純増減
額(△純減少額)

－ △2,381  －

長期借入れによる収
入

2,100,000 1,400,000  3,200,000

長期借入金の返済に
よる支出

△1,038,860 △1,121,044  △2,127,876

配当金の支払額 △37,386 △60,168  △83,316

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,023,753 216,405 △807,347 988,807

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）

761,125 66,313 △694,811 760,530

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

1,028,558 1,789,088 760,530 1,028,558

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

1,789,683 1,855,401 65,718 1,789,088
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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４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

(1）デリバティブ

同左

(2）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　６～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年

 

 

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　８～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、2007年４月１

日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　なお、この変更による営業利

益、経常利益、税引前中間純利

益に与える影響額は軽微であり

ます。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、2007年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　なお、これによる営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益

に与える影響額は軽微でありま

す。

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　建物　　　　　　　６～34年

　構築物　　　　　　７～20年

　工具器具備品　　　３～20年
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項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(2）無形固定資産

　定額法

　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（主として７年）に基づい

ております。

 のれんについては、投資の効果

が及ぶ期間(５年)で均等償却して

おります。

(会計方針の変更)

　当期より、のれんの償却方法を

一括償却から均等償却(５年)に変

更しております。

　従来、のれんは発生時に一括償

却しておりましたが、当期から

「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会　平成15年10月31

日)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第

10号　平成17年12月27日)が適用

されたため、投資の効果が及ぶと

見込まれる期間(５年)で均等償却

し、販売費及び一般管理費に計上

する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益、経

常利益は4,154千円少なく計上さ

れており、税引前中間純利益は

37,394千円多く計上されておりま

す。

　なお、未償却残高は、無形固定

資産「その他」に含まれておりま

す。

 

(2）無形固定資産

　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

　　　───────　 　

(2）無形固定資産

　定額法　

　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（主として７年）に基づい

ております。

 のれんについては、投資の効果

が及ぶ期間(５年)で均等償却して

おります。

（会計方針の変更)

　当期より、のれんの償却方法を

一括償却から均等償却(５年)に変

更しております。

　従来、のれんは発生時に一括償

却しておりましたが、当期から

「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会　平成15年10月31

日)及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第

10号　平成17年12月27日)が適用

されたため、投資の効果が及ぶと

見込まれる期間(５年)で均等償却

し、販売費及び一般管理費に計上

する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益、経

常利益は8,309千円少なく計上さ

れており、税引前当期純利益は

33,239千円多く計上されておりま

す。

　

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31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）　　 ───────　 　

　

(2）役員賞与引当金

　役員に支給する賞与の支出に

備えるため、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。

(2）役員賞与引当金

　役員に支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額を計上

しております。

（会計方針の変更）

　当期より「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準第４号

　平成17年11月29日)を適用して

おります。

　これにより、従来の方法に比

べて、営業利益、経常利益およ

び税引前当期純利益は6,500千円

減少しております。

(3）賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支払に

備えるため、支給見込額を計上し

ております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職

給付に備えるため、計上してお

ります。

　従業員については、当事業年

度末における退職給付債務の見

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。

　執行役員については、執行役

員退職金規程に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、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。

 

(4）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職

給付に備えるため計上しており

ます。

　従業員については、当期末に

おける退職給付債務の見込額を

計上しております。

　執行役員については、執行役

員退職金規程に基づく当期末要

支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、

金利スワップの特例処理の要件を

満たすため、特例処理によってお

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

　金利スワップ取引

(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

ヘッジ対象

　変動金利の特定借入金

(3）ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回

避を目的として利用しており、リ

スクヘッジ目的以外の取引は行わ

ない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、

特例処理によっているためヘッジ

有効性の評価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
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項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

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

預金およ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 　手許現金、随時引き出し可能な預

金およ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

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,624,031千円であります。

　なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、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)

　当期より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,848,156千円であります。

　これによる損益に与える影響はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末
（2006年９月30日）

当中間会計期間末
（2007年９月30日）

前事業年度
（2007年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

 

1,084,303千円   1,243,181千円 1,129,799千円

※２．消費税等の取扱い 　消費税等は、仮払消費税等と仮受

消費税等との相殺後の金額を流動負

債の「その他」に含めて表示してお

ります。

同左 ――――――

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目

受取利息        6,426千円 8,805千円                   14,033千円

不動産賃貸収入             25,495千円       22,998千円                   48,619千円

※２．営業外費用の主要項目

支払利息             32,229千円                   41,074千円                    72,168千円

不動産賃貸経費             25,452千円                   23,407千円                 49,164千円

※３. 特別利益の主要項目

     　収用補償金

  

 26,101千円

  

     －千円

  

 26,101千円

　　　 退去補償金  －千円

  

 24,600千円

  

 －千円

  

※４．特別損失の主要項目

固定資産除却損 建物   80,658千円

構築物 －千円

工具器具備品      379千円

その他  659千円

建物 53,151千円

構築物 606千円

工具器具備品 2,120千円

その他 9,648千円

建物 118,652千円

構築物 573千円

工具器具備品 1,601千円

その他 659千円

減損損失    －千円  －千円  6,300千円

※５．減損損失 ───────　     ───────　      　 　以下の減損損失を計上しており

ます。

      用途 種類 金額(千円)

直営店舗

１店舗

(兵庫県加古

川市)

建物等 6,300

　資産のグルーピングは、店舗単

位とし、本社及び店舗研修施設は

共用資産として行っております。

このうち、営業損益が悪化してい

る店舗について、帳簿価額を回収

可能価額まで減損し、当該減少額

を減損損失（6,300千円）として、

特別損失に計上いたしました。

　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

ロー見積額を５％で割引いて計算

しております。

 ６. 減価償却実施額

有形固定資産               123,361千円                    153,284千円             264,978千円

無形固定資産             46,561千円                51,212千円                      94,005千円
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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 2006年４月１日　至 2006年９月30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 4,674,000 - - 4,674,000

合計 4,674,000 - - 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 - - 4,350

合計 4,350 - - 4,350

 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６月22日

定時株主総会
普通株式 37,357 8 2006年３月31日 2006年６月23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11月21日

取締役会
普通株式 利益剰余金 46,696 10 2006年９月30日 2006年12月11日
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 当中間会計期間(自 2007年４月１日　至 2007年９月30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 4,674,000 - - 4,674,000

合計 4,674,000 - - 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 - - 4,350

合計 4,350 - - 4,350

 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６月21日

定時株主総会
普通株式 60,705 13 2007年３月31日 2007年６月22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
配当金の総額
 （千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年11月16日

取締役会
普通株式 70,044 利益剰余金 15 2007年９月30日 2007年12月10日
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 前事業年度(自 2006年４月１日　至 2007年３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 4,674,000 - - 4,674,000

合計 4,674,000 - - 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 - - 4,350

合計 4,350 - - 4,350

 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６月22日

定時株主総会
普通株式 37,357 8 2006年３月31日 2006年６月23日

2006年11月21日

取締役会
普通株式 46,696 10 2006年９月30日 2006年12月11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
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月21日

定時株主総会
普通株式 60,705 利益剰余金 13 2007年３月31日 2007年６月22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４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（2006年９月30日現在）

 （千円）

（2007年９月30日現在）

 （千円）

（2007年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定

預入期間が３か月を

超える定期預金

1,789,683

 －

現金及び現金同等物 1,789,683

現金及び預金勘定 

預入期間が３か月を

超える定期預金

1,855,401

－

現金及び現金同等物 1,855,401

現金及び預金勘定 

預入期間が３か月を

超える定期預金

1,789,088

－

現金及び現金同等物 1,789,088
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

（借手側）

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

（借手側）

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

（借手側）

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

(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

(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

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物
（附属
設備）

6,088 3,007 3,080

その他
有形固
定資産

1,655,715 670,972 984,742

ソフト
ウェア

13,436 7,475 5,960

合計 1,675,239 681,455 993,784

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）

5,520 4,047 1,472

その他
有形固
定資産

2,278,560 950,835 1,327,725

ソフト
ウェア

10,295 6,786 3,508

合計 2,294,375 961,670 1,332,705

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）

5,520 3,495 2,024

その他
有形固
定資産

2,113,906 833,268 1,280,637

ソフト
ウェア

13,436 8,815 4,620

合計 2,132,862 845,579 1,287,282

(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 321,598千円

１年超    689,096千円

合計  1,010,694千円

１年内    428,794千円

１年超    933,333千円

合計 1,362,127千円

１年内    402,028千円

１年超    905,349千円

合計  1,307,377千円

(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       170,750千円

減価償却費相当額        160,132千円

支払利息相当額        12,429千円

支払リース料        238,641千円

減価償却費相当額        224,574千円

支払利息相当額        17,410千円

支払リース料        379,826千円

減価償却費相当額        356,589千円

支払利息相当額         27,833千円

(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

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内    1,706千円

１年超     5,709千円

合計     7,416千円

１年内      1,787千円

１年超      3,922千円

合計      5,709千円

１年内      1,746千円

１年超     4,826千円

合計     6,573千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（2006年９月30日現在）

　該当事項はありません。

当中間会計期間末（2007年９月30日現在）

　該当事項はありません。

前事業年度末（2007年３月31日現在）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自2006年４月１日　至2006年９月30日）

　デリバティブ取引については、全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４月１日　至2007年９月30日）

　デリバティブ取引については、全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４月１日　至2007年３月31日）

　デリバティブ取引については、全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。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自2006年４月１日　至2006年９月30日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自2007年４月１日　至2007年９月30日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　2006年４月１日
至　2006年９月30日）

当中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額  347.78 円  　　　451.88 円 　　　395.78 円

１株当たり中間(当期)純利

益金額
43.68 円 　　69.10 円 　　 101.68 円

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

同左 　潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　2006年４月１日
至　2006年９月30日)

当中間会計期間
(自　2007年４月１日
至　2007年９月30日)

前事業年度
(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

中間(当期)純利益（千円） 203,973 322,670 474,794

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（千円） 203,973 322,670 474,794

期中平均株式数（千株） 4,669 4,669 4,669

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　企業結合等に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しております。
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５．販売の状況
　当社は、直営店での販売及びフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているため、

生産および受注の状況は記載しておりません。

部門別売上高実績

 （単位：千円）

部門別

前中間会計期間
(自　2006年４月１日
至　2006年９月30日)

当中間会計期間
(自　2007年４月１日
至　2007年９月30日)

対前年中
間会計期
間増減率

前事業年度
(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％ ％ ％

直営店部門

なか卯店 7,524,504 82.3 9,201,679 86.3 22.3 16,025,071 83.7

小計 7,524,504 82.3 9,201,679 86.3 22.3 16,025,071 83.7

    

フランチャイジー

（加盟店）部門

食材 1,258,495 13.8 1,119,302 10.5 △11.1 2,451,002 12.8

包材資材 35,360 0.4 32,122 0.3 △9.2 70,745 0.4

消耗品・備品・その他 83,173 0.9 71,158 0.6 △14.4 160,888 0.8

小計 1,377,029 15.1 1,222,583 11.4 △11.2 2,682,636 14.0

その他の部門

外販売上 179,540 1.9 181,169 1.7 0.9 318,783 1.7

小計 179,540 1.9 181,169 1.7 0.9 318,783 1.7

商品売上高計 9,081,075 99.3 10,605,432 99.4 16.8 19,026,491 99.4

その他の営業収入部門

ロイヤリティ収入 61,717 0.7 53,376 0.5 △13.5 117,776 0.6

その他の収入 3,454 0.0 8,466 0.1 145.1 9,084 0.0

その他の営業収入計 65,171 0.7 61,843 0.6 △5.1 126,860 0.6

合計 9,146,247 100.0 10,667,275 100.0 16.6 19,153,351 100.0

　（注）１．チェーン全店末端売上高は次のとおりです。

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

直営店     7,524,504千円     9,201,679千円     16,025,071千円

フランチャイジー（加盟店） 3,231,298千円    2,794,182千円    6,170,996千円

合計 10,755,803千円  11,995,862千円     22,196,067千円

２．千円未満は切り捨てて表示しております。
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