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（百万円未満切捨て） 
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 

 
2007年９月中間期 
2006年９月中間期 

百万円   ％ 
3,924       (6.8) 
3,675       (2.6) 

百万円   ％ 
94    (△11.4) 

106    (△49.1) 

百万円   ％ 
94    (△16.0) 

112    (△47.1) 

百万円   ％ 
10    (△77.0) 
43    (△67.8) 

2007年３月期 7,514       (0.3) 270    (△40.0) 285    (△37.7) 121    (△58.1) 

 
 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 

 
2007年９月中間期 
2006年９月中間期 

円 銭 
2   67   

11   59   

円 銭 
－   
－   

2007年３月期 32   42   －   

 
（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 

 
2007年９月中間期 
2006年９月中間期 

百万円 
3,855 
3,654 

百万円 
2,634 
2,611 

％ 
68.3   
71.5   

円 銭 
702  51   
696  30   

2007年３月期 3,754 2,663 70.9   710  14   

(参考) 自己資本 2007年９月中間期 2,634百万円 2006年９月中間期 2,611百万円 2007年３月期 2,663百万円 
 
（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 

 
2007年９月中間期 
2006年９月中間期 

百万円 
188       
97    

百万円 
△246       

80       

百万円 
      85       

2       

百万円 
437       
345       

2007年３月期 307         △37       △25     409       

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 中間期末 第 ３ 

四半期末 期 末 年 間 

 
2007年３月期 

円 銭  
－  

円 銭 
10  00   

円 銭 
－  

円 銭 
10  00   

円 銭 
20  00   

2008年３月期（実績） －  10  00     

2008年３月期（予想）   －  10  00   

 
20  00   

 
 
３．2008年３月期の業績予想（2007年４月１日～2008年３月31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 8,242   (9.7) 393  (45.5) 390  (37.1) 214  (76.8) 57  32   
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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、18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９月中間期 3,750,931株 2006年９月中間期 3,750,931株 2007年３月期 3,750,931株 
② 期末自己株式数          2007年９月中間期    335株 2006年９月中間期    335株 2007年３月期        335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、27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 
 

上記業績予想は、本資料の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、 
実際の業績は今後様々な要因によって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３ページをご参照ください。 
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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、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、企業業績と個人消費の回復を受けて、景気は底堅く推移いたしました。 

    外食産業におきましては、米国産牛肉のBSE問題に象徴される食の安全性の問題や食材の仕入価格の高

騰、マーケット規模の縮小に加え、店舗数過剰による競争の激化により依然として厳しい状況が続いて

おります。 

当社はこのような状況のもと、季節感を取り入れた新商品の投入や、商品の品質向上とその安定化の

ための施策を積極的に進めてまいりました。 

店舗展開につきましては、久兵衛屋１店舗、ミスタードーナツ２店舗、モスバーガー１店舗を出店い

たしました。また、ミスタードーナツ２店舗をリニューアルいたしました。これにより当中間期末の店

舗数は、久兵衛屋48店舗、ミスタードーナツ42店舗、モスバ-ガー12店舗の合計102店舗となりました。 

    当中間会計期間の業績は、販売促進の効果等により、売上高は 39億24百万円（前年同期比6.8％増）

となりました。利益につきましては、原油高に起因する光熱費、新規出店の開業費や既存店の改装費等

により、経常利益は94百万円（同16.0％減）、中間純利益は10百万円（同77.0％減）となりました。 

 

① 久兵衛屋部門 

    商品・販売促進政策につきましては、“季節を感じさせるメニュー”及び“久兵衛屋でしか味わえな

いメニュー”づくりをコンセプトに、お値打ち感のあるランチメニュー及びフェアメニューを投入して

まいりました。 

店舗政策につきましては、「深谷上柴店」１店舗の出店を行いました。 

以上の結果、売上高は14億18百万円（前年同期比6.6％増）となりました。 

 

② ミスタードーナツ部門 

    商品・販売促進政策につきましては、「春のフレンチバラエティ」「夏のポン・デ・リングバラエテ

ィ」「リッチドーナツ」等の新商品、季節商品を販売いたしました。また、セール、テレビコマーシャ

ル等による販売促進活動を行ってまいりました。 

    店舗政策につきましては、「ぐりーんうぉーく多摩ショップ」「見附ショップ」の２店舗の出店を行

いました。 

    以上の結果、売上高は20億69百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

 

③ モスバーガー部門 

    商品・販売促進政策につきましては、「新モスバーガー」「新テリヤキバーガー」等の新商品を販売

いたしました。また、「モスバーガー35周年」キャンペーンなどによる販促活動を行ってまいりました。 

    店舗政策につきましては、「大宮大和田店」１店舗の出店を行いました。 

  以上の結果、売上高は４億36百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

 

通期の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、より競争力をつけるため、新カテゴリーの投入、商品のブラッシュアップ、

人材育成の強化、既存店リニューアル、グループ力の効果的活用等、多店舗化のための体制づくりに取

組んでまいります。 

    下期の出店につきましては、１店舗を計画しております。  

    2008年３月期通期の見通しにつきましては、当初の業績予想通り、売上高82億42百万円、経常利益３

億90百万円、当期純利益は２億14百万円を見込んでおり、１株当たり当期純利益は57円32銭を予定して

おります。 
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 (2) 財政状態に関する分析 

  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４億37百万円となりました。 

 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１億88百万円となり、前中間会計期間に比べ

91百万円増加いたしました。これは主に、移転補償金の受取額が63百万円増加したこと等によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は２億46百万円となり、前中間会計期間に比べ

３億27百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出２億48百万円等によるも

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85百万円となり、前中間会計期間に比べ82百

万円増加いたしました。これは主に短期及び長期借入れを行ったことによるものであります。 

 

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

2006年３月期 2007年３月期 2008年３月期  

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 68.8 71.0  71.5 70.9  68.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 129.8 143.0  138.8 130.9  125.4 

債務償還年数（年） 2.5 1.0   4.1 1.4   2.9 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
61.1 69.6   44.3 62.0   51.0 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

※ 有利子負債は、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。 

※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、経営基盤の確保に努め

るとともに安定的な配当をしていくことを基本方針としております。 

 上記方針に従い、中間配当金につきましては、従来通り１株につき10円とさせていただきます。また、

年間配当金につきましては、１株につき20円とさせていただく予定であります。 
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大和フーヅ㈱（２６９６）  2008年３月期中間決算短信（非連結） 

 
 (4) 事業等のリスク 

  1.フランチャイズ契約について 

    当社は、株式会社ダスキン、株式会社モスフードサービスの加盟店として「ミスタードーナツ」、「モ

スバーガー」の店舗運営を行う共に、当社独自の事業である「久兵衛屋」を展開する外食サービス業で

あります。 

    当社のフランチャイジー部門の全売上高に占める割合は、当中間期で63.9％であり、当社の業績はフ

ランチャイズ本部の経営方針等により影響を受ける可能性があります。 

    

  2.出店政策について 

    当社は、当社の基準に基づき、出店候補地の商圏人口、交通量、競合店状況等から売上予測を行い、

賃借料等の条件を検討した上で出店地の選定を行っておりますが、当社の出店条件に合致した物件がな

く、出店計画に変更が生じる場合や、立地環境の変化等の理由により既存店の売上逓減、不採算店の撤

退等の不確定要素により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

3.法的規制について 

当社は、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。 

当社は、食品衛生法の遵守を常に心掛けており、各店舗においては、衛生管理マニュアルに従って、

日常的に食品の品質管理や店舗の衛生管理を行っております。 

当社が、食品衛生法第23条及び第24条の規定による許可の取消、営業の禁止・停止処分を受けた場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

なお、当社は、現在まで衛生問題に関連して重大な事故、訴訟、行政等の指導を受けた事実はありま

せんが、万一の事態に備えて、生産物賠償責任保険を含んだ事業財産総合保険契約を締結しております。 

   

4.自然災害のリスクについて 

  当社の営業店舗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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２．企業集団の状況 
  当社はフランチャイズシステムによってチェーン展開しているフランチャイジーとして、「ミスタードー

ナツ」及び「モスバーガー」の店舗展開を行い、当社独自の事業であるファミリーレストラン型で“うどん”

を主力とした店舗「久兵衛屋」を展開しております。 

 当社は、当社の親会社である株式会社ゼンショーおよびその連結子会社を中心に構成される企業集団に属

しております。株式会社ゼンショーとは業務提携を行っております。 

 

 [事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様 

親会社 

株式会社ゼンショー 

親会社の子会社 

株式会社グローバルテーブルサプライ 

商品とサービスの提供

食材の物流委託 

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 

仕入・商品開発・店舗開発サポート 

当社 
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３．経営方針 
 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「人のつながりを大切に暮らしの豊かさを実現します」という理念のもと、地域に密着した

フードサービスを通じて、毎日の生活の１シーンとして「食べることの楽しさや豊かさ」「心のくつろ

ぎや安心感」を提案してまいりました。 

また、「働く」ということを「たくさんの人々のお役に立つこと」と考え、その実現のために、チェ

ーンストア経営の原理・原則を学び、実践しております。 

事業を通じて自らを成長させ、共に働く人たちが幸せだと思える職場をつくることが、「お客さまと

株主の皆さまの信頼とご期待にお応えできる企業づくり」につながると考えております。 

理念の実現に向け、教育・訓練体系、店舗開発、商品開発、品質、サービス及びクレンリネスの向上、

情報システムの整備に一層努力し、経営効率を高めてまいります。 

 

(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、フランチャイズシステムによってチェーン展開しているフランチャイジーとして「ミスター

ドーナツ」「モスバーガー」の店舗展開を行っております。当社独自の事業である「久兵衛屋」は当中

間期末で48店舗となっております。今後も一定数の新規出店を継続して行いつつ、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まいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

  中長期的な経営戦略を実現するために、ゼンショーグループのシナジー効果を積極的に活用し、メニ

ュー開発やマスメリットを活かした仕入、店舗運営ノウハウの共有によるオペレーション技術の向上、

情報の共有と相互活用による出店開発の質と量の向上等を図ってまいります。そして、既存店舗のコス

ト構造を再構築することに努め、従来にも増して「安全でおいしい商品をお値打ち価格で提供し続ける

こと」「お客さまに感動していただける店」「全社員が世界中どこでも通用する能力を身につけること」

をテーマに企業体質の強化及び店舗水準の向上に取組んでまいります。 
 
 (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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４．中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

 

  前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

  （2006年９月30日現在） （2007年９月30日現在） 
対前中間期比

（2007年３月31日現在） 

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  355,139   447,106   91,966 419,931   

２．売掛金  93,074   106,087   13,012 124,001   

３．たな卸資産  45,259   38,018   △7,241 38,287   

４．その他  109,204   115,010   5,805 128,406   

流動資産合計   602,678 16.5  706,221 18.3 103,543  710,627 18.9 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物  804,951   924,356   119,404 877,432   

(2) 器具及び備品  270,452   343,355   72,902 294,289   

(3) 土地  160,383   160,383   － 160,383   

(4) 建設仮勘定  24,548   12,402   △12,145 17,811   

(5) その他  241,980   273,068   31,087 250,074   

有形固定資産合計   1,502,316 41.1  1,713,565 44.5 211,248  1,599,990 42.6 

２．無形固定資産            

(1) 電話加入権  13,249   13,249   － 13,249   

(2) ソフトウェア  4,186   5,400   1,214 5,889   

(3) その他  5,369   9,231   3,861 5,518   

無形固定資産合計   22,805 0.6  27,881 0.7 5,076  24,656 0.7 

３．投資その他の資産            

(1) 投資有価証券  33,500   50,722   17,222 52,500   

(2) 差入保証金  1,338,176   1,299,984   △38,192 1,307,271   

(3) 保険積立金  71,688   9,709   △61,979 7,989   

(4) 前払年金費用  50,678   －   △50,678 －   

(5) その他  33,124   47,489   14,365 51,555   

投資その他の資

産合計 
  1,527,168 41.8  1,407,905 36.5 △119,262  1,419,316 37.8 

固定資産合計   3,052,289 83.5  3,149,352 81.7 97,062  3,043,964 81.1 

資産合計   3,654,968 100.0  3,855,574 100.0 200,606  3,754,592 100.0 
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

  （2006年９月30日現在） （2007年９月30日現在） 
対前中間期比

（2007年３月31日現在） 

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  190,626   202,871   12,244 204,164  

２．短期借入金  －   85,000   85,000 80,000  

３．一年内返済予定の

長期借入金 
 137,501   169,968   32,467 132,503  

４．未払法人税等  32,709   26,088   △6,621 52,275  

５．賞与引当金  69,029   64,201   △4,828 64,419  

６．その他  290,865   366,207   75,341 331,409  

流動負債合計   720,731 19.7  914,336 23.7 193,604  864,770 23.1

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  272,536   287,574   15,038 207,544  

２．退職給付引当金  31,308   －   △31,308 －  

３．役員退職慰労 

引当金 
 1,046   －   △1,046 1,046  

４．その他  17,800   18,846   1,046 17,800  

固定負債合計   322,690 8.8  306,420 8.0 △16,270  226,390 6.0

負債合計   1,043,422 28.5  1,220,756 31.7 177,334  1,091,160 29.1

           

 （純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １．資本金   340,671 9.3  340,671 8.8 －  340,671 9.1 

２．資本剰余金            

(1)資本準備金   268,640   268,640   － 268,640   

  資本剰余金合計   268,640 7.4  268,640 7.0 －  268,640 7.1 

３．利益剰余金            

(1)利益準備金  41,889   41,889    41,889   

(2)その他利益剰余金            

  配当準備積立金  20,000   20,000    20,000   

  別途積立金  1,839,000   1,839,000    1,839,000   

  繰越利益剰余金  101,753   114,824    142,321   

  利益剰余金合計   2,002,643 54.8  2,015,714 52.3 13,071  2,043,210 54.4 

４．自己株式   △408 △0.0  △408 △0.0 －  △408 △0.0 

株主資本合計   2,611,545 71.5  2,624,616 68.1 13,071  2,652,113 70.6 

Ⅱ 評価・換算差額等            

１． その他有価証券

評価差額金 
  － －  10,200 0.2 10,200  11,318 0.3 

評価・換算差額等 

合計 
  － －  10,200 0.2 10,200  11,318 0.3 

純資産合計   2,611,545 71.5  2,634,817 68.3 23,272  2,663,431 70.9 

負債純資産合計   3,654,968 100.0  3,855,574 100.0 200,606  3,754,592 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

  前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

  
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

（自 2007年４月１日 

至 2007年９月30日） 

対前中間期比 （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   3,675,894 100.0  3,924,397 100.0 248,503  7,514,434 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,060,858 28.9  1,147,275 29.2 86,416   2,180,078 29.0 

売上総利益   2,615,035 71.1  2,777,122 70.8 162,086   5,334,355 71.0 

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
  2,508,195 68.2  2,682,435 68.4 174,240   5,063,962 67.4 

営業利益   106,840 2.9  94,686 2.4 △12,154   270,392 3.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,399 0.6  17,200 0.4 △4,199  46,243 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,312 0.4  17,043 0.4 1,731  31,539 0.4 

経常利益   112,928 3.1  94,842 2.4 △18,085  285,096 3.8 

Ⅵ 特別利益 ※3  2,715 0.1  － － △2,715  52,715 0.7 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  31,501 0.9  55,220 1.4 23,719  106,178 1.4 

税引前中間（当期）

純利益 
  84,142 2.3  39,622 1.0 △44,520  231,633 3.1 

法人税、住民税 

及び事業税 
 22,693   21,783    117,481   

法人税等調整額  17,944 40,637 1.1 7,829 29,612 0.7 △11,025 △7,426 110,055 1.5 

中間（当期） 

純利益 
  43,504 1.2  10,009 0.3 △33,495   121,578 1.6 
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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）                  （単位：千円）   

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
資本剰余金

合計 
利益準備金配当準備

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式    
株主資本 

合計 

2006年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,612,000  332,754 1,996,644     △408  2,605,546 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △37,505 △37,505 － △37,505 

中間純利益 － － － － － － 43,504 43,504 － 43,504 

別途積立金の積立 － － － － － 227,000 △227,000 － － － 

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － － － 227,000 △221,001 5,999 － 5,999 

2006年９月30日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,839,000 101,753 2,002,643 △408 2,611,545 

 
 

 純資産合計

2006年３月31日 残高  2,605,546 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △37,505 

中間純利益 43,504 

別途積立金の積立 － 

中間会計期間中の 

変動額合計 
5,999 

2006年９月30日 残高 2,611,545 
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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）                  （単位：千円）   

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
資本剰余金

合計 
利益準備金配当準備

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式    
株主資本 

合計 

2007年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,839,000  142,321 2,043,210     △408  2,652,113 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △37,505 △37,505 － △37,505 

中間純利益 － － － － － － 10,009 10,009 － 10,009 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額
－ － － － － － － － － － 

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － － － － △27,496 △27,496 － △27,496 

2007年９月30日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,839,000 114,824 2,015,714 △408 2,624,616 

 
 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

2007年３月31日 残高 11,318 11,318  2,663,431 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △37,505 

中間純利益 － － 10,009 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 
△1,117 △1,117 △1,117 

中間会計期間中の 

変動額合計 
△1,117 △1,117 △28,613 

2007年９月30日 残高 10,200 10,200 2,634,817 
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  前事業年度（自2006年４月１日 至2007年３月31日）              （単位：千円）   

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
資本剰余金

合計 
利益準備金配当準備

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式    
株主資本 

合計 

2006年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,612,000  322,754 1,996,644     △408  2,605,546 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △75,011 △75,011 － △75,011 

当期純利益 － － － － － － 121,578 121,578 － 121,578 

別途積立金の積立 － － － － － 227,000 △227,000 － － － 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 
－ － － － － － － － － － 

事業年度中の変動額合計 － － － － － 227,000 △180,433 46,566 － 46,566 

2007年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000 1,839,000 142,321 2,043,210 △408 2,652,113 

 
 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

2006年３月31日 残高 － －  2,605,546 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △75,011 

当期純利益 － － 121,578 

別途積立金の積立 － － － 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 
11,318 11,318 11,318 

事業年度中の変動額合計 11,318 11,318 57,884 

2007年３月31日 残高 11,318 11,318 2,663,431 
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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） 

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 

記号 
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  84,142 39,622 231,633 

減価償却費  77,906 102,339 168,889 

賞与引当金の増減額  △838 △218 △5,448 

退職給付引当金及び前払年金費用

の増減額 
 △10,527 － 8,842 

役員退職慰労引当金の減少額  △24,194 － △24,194 

受取利息及び配当金  △809 △2,185 △970 

受取保険金             －            － △50,092 

支払利息  2,176 3,658 4,993 

有形固定資産除却損  23,497 23,612 30,397 

減損損失  － 11,670 14,602 

売上債権の増減額  1,858 17,914 △29,068 

たな卸資産の増減額  2,525 269 9,496 

仕入債務の増減額  △8,378 △1,293 5,159 

その他  6,882 △19,677 27,633 

小計  154,241 175,714 391,875 

利息及び配当金の受取額  820 1,446 981 

利息の支払額  △2,207 △3,735 △4,963 

保険金の受取額  73 － 50,082 

移転補償金の受取額  － 63,024 － 

法人税等の支払額  △55,127 △47,559 △130,391 

営業活動によるキャッシュ・フロー  97,799 188,889 307,585 

 
 



15 

 
大和フーヅ㈱（２６９６）  2008年３月期中間決算短信（非連結） 

 

  

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 

記号 
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    

定期預金の預入による支出  △10,000 － △188,000 

定期預金の払戻による収入  245,000 － 423,000 

有形固定資産の取得による支出 △152,452 △248,908 △357,609 

無形固定資産の取得による支出 － △818 △3,596 

保証金の差入による支出  △97,497 △40,868 △132,224 

保証金の回収による収入  42,788 45,975 108,962 

保険積立金による支出  △2,933 △1,719 △4,486 

保険積立金解約による収入  55,460 － 130,847 

その他の支出  △1,965 △4,375 △16,937 

その他の収入  1,821 3,825 2,739 

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,221 △246,889 △37,304 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  － 5,000 80,000 

長期借入れによる収入  100,000 200,000 100,000 

長期借入金の返済による支出  △59,994 △82,505 △129,984 

配当金の支払額  △37,577 △37,319 △75,055 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,428 85,175 △25,039 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

（又は減少額△） 
 180,449 27,174 245,241 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  164,689 409,931 164,689 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
 345,139 437,106 409,931 
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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) 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格に基づく時価法（評

価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定） 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格に 

基づく時価法（評価 

差額は全部純資産直 

入法により処理し、 

売却原価は移動平均 

法により算定） 

 

(2) たな卸資産 

    最終仕入原価法による 

原価法 

(2) たな卸資産 

  同左 

(2) たな卸資産 

  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 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物      7～24年 

器具及び備品  3～15年 

その他 

構築物   10～30年 

   機械及び装置 6～15年 

(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 

定額法 

なお、ソフトウェア（自

社利用）については、社

内における利用可能期間

（５年以内）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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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) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基

づき計上しております。 

(1) 賞与引当金 

  同左 

(1) 賞与引当金 

  同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、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。 

(2) 退職給付引当金 

――――― 

(2) 退職給付引当金 

――――― 

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

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６

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。 

(3) 役員退職慰労引当金 

――――― 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

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６

月に役員退職慰労金制度

を廃止しております。当

事業年度末の引当計上額

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．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．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。 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

なお、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。 

消費税等の会計処理 

   同左 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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大和フーヅ㈱（２６９６）  2008年３月期中間決算短信（非連結） 

 

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 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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,611,545千円であり、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に伴

い、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） 

 当事業年度から「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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,663,431千円であり、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伴い、

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。 

 

      ――――― 

（役員退職慰労金の会計処理） 

 当中間会計期間から、監査・保証実務

委員会報告第42号「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」（2007年４月13日 

日本公認会計士協会）を適用しておりま

す。 

 これに伴い、従来、役員退職慰労引当

金としていた2006年６月21日開催の定

時株主総会等で決議された役員の退職

慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給予

定額（当中間期末残高1,046千円）を、

当中間会計期間から長期未払金とし、固

定負債その他に含めて表示しておりま

す。 

 

      ――――― 

 

      ――――― 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間会計期間から、法人税法の改正

に伴い、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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ1,935千円

減少しております。 

 

  ――――― 
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表示方法の変更 

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） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間会計期間において「投資活動に

よるキャッシュ・フロー」の「その他の

支出」に含まれておりました「保険積立

金による支出」は、重要性が増したため、

区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「投資活動に

よるキャッシュ・フロー」の「その他の

支出」に含まれておりました「保険積立

金による支出」は、863千円であります。 

     

  ――――― 

 
追加情報 

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） 

 

      ――――― 

     

  ――――― 

（適格退職年金制度及び退職一時金制

度の廃止） 

 当社は、2007年３月31日に適格退職年

金制度及び退職一時金制度を廃止いた

しました。制度廃止時点の要支給額相当

額を打ち切り支給することとしており

ます。制度廃止に伴い「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号 2002年１月31日）

を適用しており、前払年金費用13,026

千円及び打ち切り支給に伴い発生する

所得税補填のための追加支給額23,894

千円等を特別損失として計上しており

ます。 

 

      ――――― 

（有形固定資産の減価償却） 

 当中間会計期間から、法人税法の改正

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

業年度から、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。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ1,974千円

減少しております。 

 

――――― 
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大和フーヅ㈱（２６９６）  2008年３月期中間決算短信（非連結） 

 

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日現在） 

当中間会計期間末 

（2007年９月30日現在） 

前事業年度末 

（2007年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
       2,134,964千円        2,100,059千円          2,155,373千円 

 

（中間損益計算書関係） 

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） 

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

受取利息 59千円

受取家賃 10,736千円 

受取利息 1,185千円

受取家賃 12,201千円 

受取家賃 22,938千円

保険解約返戻金 15,432千円 
※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,176千円

賃貸原価 10,973千円 

支払利息 3,658千円

賃貸原価 11,232千円 

支払利息 4,993千円

賃貸原価 18,637千円 
※３．    ――――― ※３．    ――――― ※３．特別利益のうち主要なもの 

  受取保険金 50,000千円 
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損   30,231千円 固定資産除却損 37,163千円 固定資産除却損 42,585千円

適格退職年金制度及

び退職一時金制度の

廃止による損失 40,622千円 
※５.     ――――― ※５. 当社は以下の減損損失を計上して

おります。 

 

 資産のグルーピングは、主として店舗

単位とし、本社は共有資産として行って

おります。  

このうち、収益性が著しく悪化してい

る資産グループと近い将来に店舗の閉鎖

を予定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損し、減

損損失11,670千円（建物3,944千円、器具

備品1,801千円、その他5,923千円）を計

上しました。なお、店舗用資産の回収可

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4.3％で割り引

いて算定しております。 

用途 種類 金額 

直営店舗

２店舗 

建物等 11,670千円 

※５.当社は以下の減損損失を計上して

おります。 

 

 資産のグルーピングは、主として店 

舗単位とし、本社は共有資産として行 

っております。  

当事業年度については、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損し、減

損損失14,602千円（建物2,944千円、構

築物5,325千円、器具備品4,693千円、そ

の他1,638千円）を計上しました。なお、

店舗用資産の回収可能価額は、使用価値

により算定しており、将来キャッシュ・

フローを4.3％で割り引いて算定してお

ります。  

用途 種類 金額 

直営店舗

２店舗 

建物等 14,602千円 

６.減価償却実施額 ６.減価償却実施額 ６.減価償却実施額 

有形固定資産 74,191千円

無形固定資産 1,590千円 

有形固定資産 98,857千円

無形固定資産 2,003千円 

有形固定資産 161,227千円

無形固定資産 3,335千円 
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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 3,750,931 － － 3,750,931 

自己株式     

普通株式 335 － － 335 

 

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21日 

 定時株主総会 
普通株式 37,505 10 2006年３月31日 2006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   37,505    10 2006年９月30日 2006年12月５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 3,750,931 － － 3,750,931 

自己株式     

普通株式 335 － － 335 

 

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20日 

 定時株主総会 
普通株式 37,505 10 2007年３月31日 2007年６月21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11月16日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金   37,505    10 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 3,750,931 － － 3,750,931 

自己株式     

普通株式 335 － － 335 

 

2.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21日 

 定時株主総会 
普通株式 37,505 10 2006年３月31日 2006年６月22日 

2006年11月21日 

 取締役会 
普通株式 37,505 10 2006年９月30日 2006年12月５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６月20日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金   37,505    10 2007年３月31日 2007年６月21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 

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 

（2006年９月30日現在） （2007年９月30日現在） （2007年３月31日現在） 

 （千円）

現金及び預金勘定 355,139

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△10,000

現金及び現金同等物 345,139 

 （千円）

現金及び預金勘定 447,106

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△10,000

現金及び現金同等物 437,106 

 （千円）

現金及び預金勘定 419,931

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△10,000

現金及び現金同等物 409,931 
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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） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

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 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

 （千円）（千円）（千円） 
器具及
び備品 34,844 5,253 29,590 

合計 34,844 5,253 29,590  

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

 （千円）（千円）（千円） 
器具及
び備品 35,928 8,882 27,045 

合計 35,928 8,882 27,045  

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

期末残
高相当
額 

 （千円）（千円）（千円） 
器具及
び備品 37,085 8,390 28,695 

合計 37,085 8,390 28,695  
（注）なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左 （注）なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

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       6,641千円 

  １年超      22,949千円  

      合計      29,590千円 

  １年内    7,185千円 

  １年超    19,860千円  

      合計    27,045千円 

１年内 6,550千円 

１年超 22,145千円 

 合計 28,695千円  
（注）なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 （注）なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

  支払リース料    1,987千円 

  減価償却費相当額  1,987千円 

  支払リース料    3,756千円 

  減価償却費相当額  3,756千円 

  支払リース料    5,587千円 

  減価償却費相当額  5,587千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 
 
 前中間会計期間 

時価のない主な有価証券の内容 

 
前中間会計期間末 

（2006年９月30日現在） 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  
非上場株式 33,500 

 

当中間会計期間 

その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（2007年９月30日現在）  

 取得原価 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

(千円) 

株式 33,598 50,722 17,124 

 

前事業年度 

 その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度末（2007年3月31日現在）  

 取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

(千円) 

株式 33,500 52,500 19,000 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 
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。 

 

（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、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。 
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（１株当たり情報） 

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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

696円30銭 702円51銭 710円14銭 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

11円59銭 2円67銭 32円42銭 

なお、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 なお、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） 43,504 10,009 121,578 

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） 
43,504 10,009 121,578 

期中平均株式数（株） 3,750,596 3,750,596 3,750,596 

 
（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 

 
５．販売の状況 
部門別販売実績 

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） 事業部門等の名称 

金額（千円） 
構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

ミスタードーナツ部門 1,936,670 52.7 2,069,155 52.7 4,053,176 54.0 

久兵衛屋部門 1,330,319 36.2 1,418,616 36.2 2,656,032 35.3 

モスバーガー部門 408,904 11.1 436,625 11.1 805,225 10.7 

合計 3,675,894 100.0 3,924,397 100.0 7,514,434 100.0 

 

6．役員の異動 
 
  代表者の変更 

    代表取締役社長 興津 龍太郎（2007年10月９日就任） 

以上 

 


