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                                       （百万円未満切捨て） 
１．平成19年10月中間期の業績（平成19年５月１日～平成19年10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10月中間期 
18年10月中間期 

百万円   ％
5,682    6.2 
5,352    1.4 

百万円   ％
    321  25.4 
256 △25.5 

百万円   ％ 
336   8.5  
310  △5.2  

百万円   ％
162    3.7 
156    0.9 

19年４月期 11,053     593     710      381      
 

 
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10月中間期 
18年10月中間期 

円   銭
79     57   
76     70   

円   銭
79     20   
76     44   

19年４月期 186     24   185     60   

(参考)持分法投資損益 19年10月中間期 －  百万円  18年10月中間期 － 百万円  19年4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10月中間期 
18年10月中間期 

百万円
7,985   
7,086   

百万円
   3,293   

2,953   

％ 
41.2  
41.7  

円  銭
1,606    41 
1,442    89 

19年４月期 7,258   3,162   43.5  1,542    44 

(参考)自己資本 19年10月中間期 3,287百万円  18年10月中間期 2,953百万円  19年4月期 3,156百万円 
 
(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10月中間期 
18年10月中間期 

百万円
399   
154   

百万円
△812   
△447   

百万円 
520    
178    

百万円
1,180   
1,006   

19年４月期 558   △879   272    1,073   
 
 
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
19年４月期 10  00 15  00 25  00 
20年４月期 10  00 ― 
20年４月期（予想） ― 15  00 

25  00 

 
 
３．平成20年４月期の業績予想(平成19年５月１日～平成20年４月30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 

 
通 期 

百万円  ％ 
11,700   5.9 

百万円  ％
720  21.3

百万円  ％
730   2.7

百万円  ％ 
360   △5.6 

円  銭
175  90 
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４．その他 

 （１）重要な会計方針の変更 

   ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

   ② ①以外の変更         無 

     

 （２）発行済株式数（普通株式） 

   ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年10月中間期 2,046,600株 18年10月中間期 2,046,600株 19年４月期 2,046,600株 

   ② 期末自己株式数          19年10月中間期       60株 18年10月中間期       ― 株 19年４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

覧下さい。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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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経済状況は、企業業績の拡大基調継続や、都市圏商業地の大

幅な地価上昇など、堅調な景気拡大を感じさせる中でスタートいたしました。 

しかし、時を経るに従って状況は変化し、原油価格高騰による代替燃料需要増から生

じた穀物価格の上昇に連動して、長期安定状態にあった食材価格は一気に上昇トレンド

に入りました。 

また、特に都心部においては若年人口の減少に加え、大型商業施設の開業も多く、パ

ート・アルバイトの確保は、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このように、外食企業をとりまく環境は、①食材の値上がり、②パート・アルバイト

の採用難と時給上昇、③商業地価上昇による家賃値上圧力、といった主要なコスト構成

要因が増加基調となり、厳しいものとなっております。 

このような状況のもと、当社は引き続き「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい

食の場を提供する」という経営理念のもと「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」

をコンセプトとして、「首都圏ベストロケーション」で「ライトフード」を「女性ターゲ

ット」に営業活動を続けて参りました。 

当中間会計期間においては、コンセプトの原点に立ち戻っての商品化政策の見直し、

ならびに環境変化に適応するため、①健康志向に配慮し「油分を抑え、野菜たっぷりで

総カロリー減少」を指向した商品ＶＥ(Value Engineering)の推進、②外国籍のパート・

アルバイト採用および採用後の接客サービス教育の充実に向けた体制の整備、③店舗立

地の更なる厳選により確実に採算の取れる新規店舗の開発、を中心に取り組んでまいり

ました。 

また、食材の安全確保と食中毒などの事故防止を目的として、トレーサビリティー管

理も含めた食材等の取扱いマニュアル整備およびその遵守を指導する「安全安心推進室」

を設置いたしました。 

 
当中間会計期間における新規出店は、ダッキーダック１店舗、ドナ１店舗、高級喫茶

１店舗の計３店舗で、この他に有楽町駅前再開発プロジェクトにより休業していた２店

舗の営業を再開いたしました。 

着工から２年をかけて完成した有楽町駅前再開発ビル「有楽町イトシア」は 10月 12

日にオープンし、当社は休業していた「ダッキーダック有楽町店」「スパゲッティ食堂ド

ナ有楽町店」の２店舗に「椿屋珈琲店有楽町茶寮」を加えた３店舗を出店いたしました。 

この他、６月にゆりかもめ 台場駅前のアクアシティ内に、ダッキーダック アクアシ

ティお台場店（東京都港区）を、８月にＪＲ京葉線海浜幕張駅前のメッセアミューズモ

ール内にドナ 海浜幕張店（千葉市美浜区）を新規出店いたしました。 

また、9月よりダッキーダック新宿ミロード店をフロア移転のため 12 月上旬までの予

定で休業しており、この結果、当中間会計期間末での店舗数は前期末比で４店舗増加し、

115 店舗となりました。 

 

以上の結果、売上高は 5,682,663 千円（前年同期比 6.2％増）、営業利益は 321,475 千

円（前年同期比 25.4％増）、経常利益は 336,701 千円（前年同期比 8.5％増）、中間純利

益は 162,844 千円（前年同期比 3.7％増）となりました。 

 

－3－ 



東和フードサービス株式会社（3329）平成 20 年４月期中間決算短信（非連結） 

 

部門別概況 

[ダッキーダック] 

(カジュアルレストラン ダッキーダック) 

「あったら楽しい店」「ちょっとした贅沢」を具現化したライトフードカジュアルレス

トランとして、季節の素材を活かしたスパゲッティ・ピッツァ・ドリアを中心に、サラ

ダバー、シフォンケーキ、オリジナルスイーツ等を組み入れた魅力あるセットメニュー

を提供し、内装・接客サービスにおいても「楽しさ」に重点を置いた店舗作りに努めて

おります。 

当中間会計期間においては、アクアシティお台場店（東京都港区）を新規出店し、休

業していた有楽町店（東京都千代田区）の営業を再開いたしました。また、新宿ミロー

ド店はフロアー改装のため 12 月上旬までの予定で休業しております。 

売上高は 1,868,514 千円（前年同期比 5.9%増）となりました。 

(ダッキーダック ケーキショップ) 

  おやつと手土産の｢プチ菓子屋さん｣をコンセプトに自社製ケーキを販売しております。 

当中間会計期間における店舗数の増減はありません。 

売上高は 122,932 千円（前年同期比 11.8%減）となりました。 

 

[スパゲッティ食堂ドナ] 

自社製の生麺とソースを使用し、油分を抑え、野菜たっぷりでヘルシーを基本コンセ

プトに開発した、美味しくて割安感のあるスパゲッティに加え、季節の素材とチーズを

ふんだんに使ったピッツァが自慢の、「一人でもグループでも」気軽に楽しめるスパゲッ

ティ食堂です。 

特許取得の自家製「バジルソース」、「無臭にんにくペースト」など、当社独自の食材

を活かした、家庭では到底創ることのできない味を提供しております。 

当中間会計期間においては海浜幕張店（千葉市美浜区）、を新規出店し、休業していた

有楽町店（東京都千代田区）の営業を再開いたしました。 

売上高は 1,794,517 千円（前年同期比 0.7%増）となりました。 

 

 [カフェ] 

(高級喫茶) 

都心の超一等地の立地に６店舗を展開している「椿屋珈琲店」をはじめ、ショッピン

グセンター内に出店している「珈琲茶房面影屋」、「武蔵野茶房」などの高級喫茶は、「非

（脱）日常的な古き良き時代の雰囲気の中で、ゆったりくつろぎながら美味しい珈琲を

楽しむ」というコンセプトのもと、ゆとりのある熟年層のお客様を中心に好評を得てお

ります。 

当中間会計期間においては、第一ブランドの「椿屋珈琲店有楽町茶寮」を有楽町駅前

再開発ビル「有楽町イトシア」（東京都千代田区）内に出店いたしました。 

売上高は 1,005,769 千円（前年同期比 33.7%増）となりました。 

(セルフカフェ) 

 「コーヒープラザ」、「カフェプラザ」、「プチカフェ」等の名称で、手軽なセルフ方式

のカフェを運営しております。 

当中間会計期間における店舗数の増減はありませんが、有楽町イトシアに隣接する「プ

チカフェ」を全席喫煙の「喫煙を楽しむお客様の憩いの場」として、全面改装いたしま

した。 

売上高は 138,630 千円（前年同期比 13.8%減）となりました。 
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 [ぱすたかん] 

カジュアルレストラン風の雰囲気の中で、お客様が「お好み焼」、「もんじゃ焼」を自

分のペースで調理して楽しめるセルフクッキング方式の店舗を運営しております。 

当中間会計期間における店舗数の増減はありませんでした。 

売上高は 610,108 千円（前年同期比 0.9%増）となりました。 

 

[その他] 

ケーキの直販・外販、珈琲類の外販および自社製ソース類の外販を行っており、売上

高は 142,190 千円（前年同期比 5.1%減）となりました。 

 

（通期の見通し） 

今期の下半期は、食材価格の高騰をはじめとして、外食企業にとっては課題事項が多

い中ではありますが、このような経済環境の中でこそ当社のコンセプトである「あった

ら楽しい食の場」「手の届く贅沢」は輝きを増すものと考えております。 

通期の見通しは、平成１９年６月１３日に公表した内容からの変更はなく、売上高

11,700 百万円（前年同期比 5.9％増）、営業利益 720 百万円（前年同期比 21.3％増）、経

常利益 730 百万円（前年同期比 2.7％増）、当期純利益 360 百万円（前年同期比 5.6％減）

を見込んでおります。 

 

（２）財政状況に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

  当中間会計期間末における総資産は 7,985,458 千円となり、前期末比で 726,541 千円

増加しました。 

  そのうち流動資産が前期末比で 573,950 千円増加し、固定資産が前期末比で 152,590

千円増加しております。 

  これは主に、当中間会計期間において社債を発行したことによって現預金が増加し、

また、新規出店により有形固定資産が増加したことによるものであります。 

  負債につきましては、前期末比で 595,717 千円増加の 4,692,360 千円となりました。 

 これは主に、社債の発行によるものであります。 

  純資産につきましては、前期末比で130,823千円増加の3,293,098千円となりました。 

  これは主に、中間純利益の影響によるものであります。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末比で

107,426 千円増加し、1,180,705 千円となりました。当中間会計期間におけるキャッシ

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、399,943 千円(前年同期比

159.3%増)となりました。これは主に、税引前中間純利益が 299,391 千円、減価償却費が

206,441 千円あった一方、前受収益に計上していた有楽町駅前再開発による休業２店舗

の営業補償を、期間按分で営業外収益に計上したことによる減少が 55,566 千円、法人税

等の支払額が 120,413 千円あったことなどによるものであります。 
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(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、812,781 千円(前年同期比

81.5%増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が 500,000 千円、新規

店舗の出店等による有形固定資産の取得および敷金の差入による支出がそれぞれ

209,199 千円、145,504 千円あったことなど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増加した資金は、520,264 千円(前年同期比

192.0%増)となりました。これは主に、社債の発行による収入が 588,350 千円、長期借入

による収入が 300,000 千円あったのに対し、長期借入金の返済による支出が 336,825 千

円、配当金の支払額が 31,096 千円あったことによるものであります。 

   なお、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。 

 平成 18 年

４月期 

平成 19 年 

４月期 

平成 20 年

４月期中間

自己資本比率（％） 41.9 43.5 41.2

時価ベースの自己資本比率（％） 103.8 78.4 67.9

債務償還年数（年） 3.5 4.5 3.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.1 10.5 14.1

（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 

※ 1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。  

2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。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。また、利払いについ

ては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

3.債務償還年数の平成 20 年４月期中間会計期間における計算は、営業キャッシュ・フ

ローを年額に換算するため、２倍にしております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のための内部留保を重視する一方、株主に対

する利益還元を行うことも経営の重要課題と認識しており、経営基盤の強化と自己資本

比率の向上を図りつつ、安定的な配当の継続を基本とし、配当性向 15％を基本として株

主還元を行ってまいります。 

 

（４）事業等のリスク 

①消費期限・賞味期限の表示等に係るリスク 

  当社では、消費期限・賞味期限および一括表示の内容については、商品の取扱マニ

ュアルを完備し、できる限りのチェック体制の整備を図っております。 

今後、不注意による記載ミスや、期限切れ商品の売場からの撤去漏れなどにより、

期限切れ等の商品を販売してしまう事態が発生した場合には、当社の業績に影響を与

える可能性があります。 
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②食材の調達と安全性に係るリスク 

  当社は、安全で安心な食材を提供するため、信頼性の高い仕入先から継続して食材

を調達し、輸入食材については仕入先と協調して産地情報の収集を行うなど、安全性

の確保に努めておりますが、鳥インフルエンザやノロウィルスなど危険度の高い問題

が広域に発生した場合には、食材の調達が充分に行えなかったり、食材原価が上昇す

るなどにより、一部メニューの変更を余儀なくされるケースも想定され、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

③セントラルキッチンおよび店舗での衛生管理に係るリスク 

  当社は、セントラルキッチンを所有し、スパゲッティの生麺とソース、ドレッシン

グおよびフレッシュケーキを製造し、店舗へチルド配送しております。 

  セントラルキッチンおよび店舗においては、厳しい品質管理と衛生検査を実施して

おりますが、万一当社店舗において食中毒が発生した場合には、営業停止処分などに

より当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④人材の確保と育成に係るリスク 

  当社は、新規出店計画をベースとして人材の確保と育成に努めておりますが、店長

適格者の採用と育成、およびパ－ト・アルバイトの労働力確保が出店計画に沿って進

捗しない場合には、店舗マネジメントに支障が生じるリスクがあり、その場合には当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤個人情報の管理に係るリスク 

  当社は、業務執行の過程において個人情報保護法に定める個人情報を取扱っておりま

す。 

当社では個人情報の保護に関する方針を定め、システムのセキュリティ強化に取り組

むなど、個人情報の漏洩防止に努めておりますが、万一こうした個人情報が漏洩した

場合、社会的信用を損なったり、損害賠償の必要が生じるなど、当社の業績に影響を

与える可能性があります。 

⑥新規出店に係るリスク 

  当社が新規出店を行うにあたっては「首都圏ベストロケーション」を基本方針とし

て、主要ターミナル駅の周辺や集客力の高い大規模商業施設を中心に出店しており、

今後もこの基本方針の下、新規出店を進める計画であります。しかしながら、不動産

賃貸借市場の動向などによっては、当社の希望する条件などに合致する物件の確保が

計画通りに進まないことも想定され、その場合には、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

⑦財政状態に係るリスク 

  当社では賃借による出店を基本としているため、家主に対する保証金・敷金残高が

平成 20 年４月期中間期末でそれぞれ、841,236 千円、1,605,553 千円あります。また、

過去の新規出店に要した費用の一部を金融機関からの借入金に依存していたため、平

成 20 年４月期中間期末の有利子負債依存度は 38.8％であります。 

  保証金・敷金は家主の財政状態の変化によって返還されない可能性があり、また金

利が上昇し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。 
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２．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（東和フードサービス株式会社）、

および非連結子会社１社（ＴＦＳデザイン株式会社）より構成されております。 

店舗の外装・内装設計・ 

施工管理等 

 
株式会社 株式店舗の外装・内装設計・ 

施工管理等 

お 客 様 

 

 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、首都圏のライトフードに特化した外食の中で、ト

動を行っております。 

そして、「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい食の場

念のもと、「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」をコン

ストロケーション」で「ライトフード」を「女性ターゲット

４業態の店舗を、首都圏の１都３県(東京都、神奈川県、埼玉

ります。 

４業態とは、①カジュアルレストランとケーキショップの「

ゲッティ専門店「スパゲッティ食堂ドナ」、③「椿屋珈琲店」

よびセルフサービスカフェ、そして④お好み焼・もんじゃ焼

す。 

 

（２）目標とする経営指標 

   店舗運営においては、業態によってお客様が求める価値基

高に対する食材費率と人件費率合計（ＦＬコスト）の目標比

ること、そして新規店舗の開設にあたっては、内装や設備機

減で投資金額を圧縮し、投資効率を高めることでＲＯＩ（投

ります。 

   また、総合的収益指標としては、規模の拡大による食材費

務管理効率アップ、また内部留保の充実で支払利息を削減し

ることを目指します。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

   当社は、安定した継続的成長を指向しており、そのために中長期的に取り組むべき課

題は下記のとおりであります 

①社員教育に注力し、人間性・専門性の両面で必要な素養を身に付けた上で、当社の経

営方針および事業コンセプトを確りと理解し、これに沿った店舗マネジメントを実践

する人材を育成すること。 

②店舗を構成する３要素、すなわち「内装・雰囲気」「商品内容と価格」「接客サービス」

のそれぞれについて、一層のレベルアップに努め、顧客満足度を高めて強い「ブラン

ド」を築くこと。 

③当社の運営する４つの業態のそれぞれについて、より専門性を高めながら、経営効率

と顧客満足の両面で均衡のとれたビジネスモデルのフォーマットを確立すること。 

④衛生管理・品質管理面で確信の持てる食材製造体制を確立し、さらに店舗数の増加に

対応できる余力ある供給体制を持つ工場設備を構築すること。 

⑤新規店舗の開設、工場設備の拡充に適宜対応できる強固な財務体質を構築すること。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

昨今の経済環境下において外食企業が直面している大きな課題は、食の安全・安心を

保証するための体制整備、食材・副資材の値上りへの対応、適正かつ良質な労働力の確

保および店舗賃借料の上昇と好立地物件の確保難であり、これらの課題への対処方針は

以下のとおりであります。 

①「ライトフード」のコンセプトに沿い、油分を抑えて野菜たっぷりで総カロリー減少、

また科学的アプローチに基づいたＶＥ手法で旬の素材の魅力を際立たせた、価格訴求

力のあるメニューを開発する。 

②食材の安全確保と食中毒の防止のため、信頼のおける取引先からの食材調達、商品の

取扱マニュアル整備とその遵守、安全安心推進室による衛生検査体制の充実など、可

能な限りの努力を続けて事故防止を図る。 

③外国籍のパート・アルバイトの採用教育体制を更に強化するとともに、当社店舗での

勤務歴のある従業員を再活用するシステムを整備し、適正かつ良質な労働力を確保す

る。 

④当社の運営する４業態についてそれぞれのビジネスモデルを確立し、お客様から見て

魅力ある店舗としての評価を高め、新規開業を予定する商業施設側から、出店を依頼

されるような店舗運営ノウハウを保持する。 

 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社の内部管理体制の整備・運用状況に関しましては、別途公表しているコーポレ

ートガバナンスに関する報告書の「内部牽制システムに関する基本的な考え方および

その整備状況」をご参照下さい。 
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５．【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10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年10月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年４月30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  1,006,019 1,680,705  1,073,278 

２ 売掛金  255,968 259,817  347,288  

３ たな卸資産  82,233 88,519  76,952  

４ 前払費用  105,330 129,411  93,033 

５ 繰延税金資産  177,283 97,376  50,301 

６ その他  64,990 31,502  72,632 

貸倒引当金  △384 △422  △526 

流動資産合計   1,691,442 23.9 2,286,911 28.6  1,712,960 23.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※1,2 1,424,518 1,460,365  1,440,665 

(2) 工具器具備品 ※１ 205,503 231,774  217,195 

(3) 土地 ※２ 989,000 1,214,838  1,214,838 

(4) その他 ※１ 204,513 140,888  126,889 

有形固定資産合計  2,823,535 3,047,866  2,999,588 

２ 無形固定資産     

(1) 商標権  99 33  66 

(2) ソフトウェア   8,191 5,944  7,392 

(3) 電話加入権  9,944 9,944  9,944 

無形固定資産合計  18,235 15,921  17,402 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  11,118 9,621  11,438 

(2) 関係会社株式  ― 5,000  ― 

(3) 出資金  600 300  300 

(4) 従業員長期貸付金  750 6,791  8,433 

(5) 長期前払費用  50,739 32,807  38,380 

(6) 繰延税金資産  113,262 133,467  124,370 

(7) 保証金  919,393 841,236  858,940 

(8)  敷金  1,457,331 1,605,553  1,487,123 

貸倒引当金  △2 △17  △21 

投資その他の資産合計  2,553,191 2,634,759  2,528,965 

固定資産合計   5,394,962 76.1 5,698,547 71.4  5,545,956 76.4

資産合計   7,086,405 100.0 7,985,458 100.0  7,258,917 100.0
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前中間会計期間末 
(平成18年10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年10月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19年４月30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  266,612 272,370  278,539 

２ 一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 401,082 1,374,481  1,306,650 

３ 一年以内償還予定社債  ― 80,000  ― 

４ 未払金  442,542 499,830  426,822 

５ 未払賞与  156,000 166,052  178,660 

６ 未払費用  64,540 78,061  87,901 

７ 未払法人税等  234,873 208,357  137,034 

８ 未払消費税等  31,366 38,698  55,358 

９ 店舗閉鎖損失引当金  96,415 ―  ― 

10 その他  138,958 25,545  94,135 

流動負債合計   1,832,393 25.9 2,743,397 34.4  2,565,102 35.3

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  ― 520,000  ― 

２ 長期借入金 ※２ 2,018,563 1,122,656  1,227,312 

３ 退職給付引当金  239,468 263,863  261,274 

４ 役員退職慰労引当金  41,453 40,943  41,453 

５ 長期預り金  1,500 1,500  1,500 

固定負債合計   2,300,985 32.4 1,948,962 24.4  1,531,539 21.1

負債合計   4,133,378 58.3 4,692,360 58.8  4,096,642 56.4

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   673,341 9.5 673,341 8.4  673,341 9.3

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  683,009 683,009  683,009 

資本剰余金合計   683,009 9.7 683,009 8.6  683,009 9.4

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金     

(2) その他利益剰余金     

特別償却準備金  563 ―  563 

別途積立金  1,370,000 1,670,000  1,370,000 

繰越利益剰余金  224,540 260,963  428,254 

利益剰余金合計   1,595,103 22.5 1,930,963 24.2  1,798,817 24.8

４ 自己株式   ― ― △165 △0.0  ― ―

株主資本合計   2,951,454 41.7 3,287,148 41.2  3,155,168 43.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差額金   1,572 0.0 428 0.0  1,584 0.0

 評価・換算差額等合計   1,572 0.0 428 0.0  1,584 0.0

Ⅲ 新株予約権   ― ― 5,522 0.0  5,522 0.1

純資産合計   2,953,026 41.7 3,293,098 41.2  3,162,274 43.6

負債純資産合計   7,086,405 100.0 7,985,458 100.0  7,258,917 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度の要約損益計算書
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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   5,352,641 100.0 5,682,663 100.0  11,053,152 100.0

Ⅱ 売上原価 ※６  1,493,949 27.9 1,468,079 25.8  3,020,329 27.3

売上総利益   3,858,691 72.1 4,214,583 74.2  8,032,822 72.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※６  3,602,373 67.3 3,893,107 68.5  7,439,035 67.3

営業利益   256,317 4.8 321,475 5.7  593,787 5.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  79,583 1.5 58,335 1.0  171,777 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  25,661 0.5 43,110 0.8  54,782 0.5

経常利益   310,240 5.8 336,701 5.9  710,782 6.4

Ⅵ 特別利益 ※３  95,047 1.8 ― ―  150,047 1.4

Ⅶ 特別損失 ※4,5  110,124 2.1 37,309 0.6  169,125 1.5

税引前中間(当期)純利益   295,162 5.5 299,391 5.3  691,703 6.3

法人税、住民税及び事業

税 
 218,320 191,926 274,816 

法人税等調整額  △80,142 138,178 2.6 △55,378 136,547 2.4 35,723 310,539 2.8

中間(当期)純利益   156,983 2.9 162,844 2.9  381,163 3.5
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③【中間株主資本等変動計算書】 
前中間会計期間（自平成 18 年 5 月 1日 至平成 18 年 10 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 

資本剰余

金合計 特別償却

準備金 

別途積立

金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成 18 年 4 月 30 日残高 

(千円) 
673,341 683,009 683,009 1,126 1,070,000 418,158 1,489,285 2,845,635

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩し

（注） 
― ― ― △563 ― 563 ― ―

別途積立金の積立て （注） ― ― ― ― 300,000 △300,000 ― ―

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △51,165 △51,165 △51,165

中間純利益 ― ― ― ― ― 156,983 156,983 156,983

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) 
― ― ― △563 300,000 △193,618 105,818 105,818

平成 18 年 10 月 31 日残高 

(千円) 
673,341 683,009 683,009 563 1,370,000 224,540 1,595,103 2,951,454

 

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 

平成 18 年 4 月 30 日残高 

(千円) 
2,372 2,372 2,848,007

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩し

（注） 
― ― ―

別途積立金の積立て （注） ― ― ―

剰余金の配当（注） ― ― △51,165

中間純利益 ― ― 156,983

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額（純

額） 

△800 △800 △800

中間会計期間中の変動額

合計 (千円) 
△800 △800 105,018

平成 18 年 10 月 31 日残高 

(千円) 
1,572 1,572 2,953,026

（注） 平成 18 年 7 月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間（自平成 19 年５月１日 至平成 19 年 10 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 

資本剰余

金合計 特別償却

準備金 

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 

平成 19 年 4 月 30 日残高 

(千円) 
673,341 683,009 683,009 563 1,370,000 428,254 1,798,817 － 3,155,168

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩し

（注） 
－ － － △563 － 563 － － －

別途積立金の積立て （注） － － － － 300,000 △300,000 － － －

剰余金の配当（注） － － － － － △30,699 △30,699 － △30,699

中間純利益 － － － － － 162,844 162,844 － 162,844

自己株式の取得 － － － － － － － △165 △165

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) 
－ － － △563 300,000 △167,291 132,145 △165 131,980

平成 19 年 10 月 31 日残高 

(千円) 
673,341 683,009 683,009 － 1,670,000 260,963 1,930,963 △165 3,287,148

 

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 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

平成 19 年 4 月 30 日残高 

(千円) 
1,584 1,584 5,522 3,162,274

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩し

（注） 
－ － － －

別途積立金の積立て （注） － － － －

剰余金の配当（注） － － － △30,699

中間純利益 － － － 162,844

自己株式の取得  △165

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額（純

額） 

△1,156 △1,156 － △1,156

中間会計期間中の変動額

合計 (千円) 
△1,156 △1,156 － 130,823

平成 19 年 10 月 31 日残高 

(千円) 
428 428 5,522 3,293,098
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前事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年４月 30 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 

資本剰余

金合計 特別償却

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年４月30日残高(千円) 673,341 683,009 683,009 1,126 1,070,000 418,158 1,489,285 2,845,635

事業年度中の変動額   

特別償却準備金の取崩し（注） ― ― ― △563 ― 563 ― ―

別途積立金の積立て （注） ― ― ― ― 300,000 △300,000 ― ―

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △51,165 △51,165 △51,165

剰余金の配当（中間配当） ― ― ― ― ― △20,466 △20,466 △20,466

当期純利益 ― ― ― ― ― 381,163 381,163 381,163

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― △563 300,000 10,095 309,532 309,532

平成19年４月30日残高（千円） 673,341 683,009 683,009 563 1,370,000 428,254 1,798,817 3,155,168

 

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 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

平成18年４月30日残高(千円) 2,372 2,372 ― 2,848,007

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の取崩し（注） ― ― ― ―

別途積立金の積立て （注） ― ― ― ―

剰余金の配当（注） ― ― ― △51,165

剰余金の配当（中間配当） ― ― ― △20,466

当期純利益 ― ― ― 381,163

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
△787 △787 5,522 4,734

事業年度中の変動額合計 △787 △787 5,522 314,267

平成19年４月30日残高（千円） 1,584 1,584 5,522 3,162,274

（注） 平成 18 年７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 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

区分 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 295,162 299,391 691,703

２ 減価償却費 183,401 206,441 405,288

３ 減損損失 ― 18,322 ―

４ 株式報酬費用 ― ― 5,522

５ 退職給付引当金の増減額(△減少額) △3,052 2,589 18,753

６ 役員退職慰労引当金の増減額(△減少額) ― △510 ―

７ 貸倒引当金の増減額(△減少額) △76 △107 83

８ 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△減少額) 96,415 ― ―

９ 受取利息及び受取配当金 △997 △1,607 △1,033

１０ 支払利息 24,802 28,032 52,960

１１ 社債利息 ― 1,522 ―

１２ 社債発行費償却 ― 11,649 ―

１３ 店舗立退補償金 △95,000 ― △150,000

１４ 固定資産除却損 407 17,704 407

１５ 店舗閉鎖損失 13,088 ― 168,718

１６ 投資有価証券売却益 △47 ― △47

１７ 売上債権の増減額(△増加額) 43,806 87,470 △47,513

１８ たな卸資産の増減額(△増加額) 7,233 △11,567 12,514

１９ 前払費用の増減額(△増加額) △17,151 △35,314 △6,097

２０ その他流動資産の増減額(△増加額) △4,974 41,033 6,931

２１ 長期前払費用の増減額(△増加額) △584 △3,505 3,427

２２ 仕入債務の増減額(△減少額) △13,561 △6,168 △1,634

２３ 未払金の増減額(△減少額) △17,318 2,418 △88,359

２４ 未払賞与の増減額(△減少額) △21,766 △12,608 894

２５ 未払費用の増減額(△減少額) △16,271 △12,193 6,873

２６ 未払法人税等の増減額（△減少額） 910 △189 904

２７ 未払消費税等の増減額(△減少額) △48,284 △16,659 △24,292

２８ 預り金の増減額(△減少額) △13,362 △13,023 △2,620

２９ 前受収益の増減額(△減少額) ― △55,566 △55,566

３０ 長期前受収益の増減額(△減少額) △55,566 ― △55,566

３１ その他流動負債の増減額(△減少額) △12,763 ― △12,204

小  計 344,449 547,554 930,047

３２ 利息及び配当金の受取額 788 1,068 763

３３ 利息の支払額 △26,354 △28,265 △53,053

３４ 法人税等の支払額 △164,648 △120,413 △318,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,234 399,943 558,780
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前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

区分 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  

１ 定期預金の預入による支出 ― △500,000 ―

２ 定期預金の払出による収入 5,005 ― 5,005

３ 有形固定資産の取得による支出 △466,246 △209,199 △901,242

４ 無形固定資産の取得による支出 △425 ― △1,066

５ 出資金の差入による支出 △300 ― ―

６ 投資有価証券の取得による支出 ― △133 △300

７ 投資有価証券の売却による収入 243 ― 243

８ 関係会社株式の取得による支出 ― △5,000 ―

９ 貸付けによる支出 △2,000 △800 △15,419

１０ 貸付金の回収による収入 220 3,077 1,576

１１ 保証金の差入による支出 ― △71 △10,003

１２ 保証金の回収による収入 13,159 17,774 69,360

１３ 敷金の差入による支出 △112,506 △145,504 △178,447

１４ 敷金の回収による収入 20,140 27,074 53,437

１５ 店舗閉鎖に伴う支出 ― ― △52,165

１６ 店舗立退に伴う補償金収入 95,000 ― 150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,710 △812,781 △879,022

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 長期借入れによる収入 400,000 300,000 600,000

２ 長期借入金の返済による支出 △171,391 △336,825 △257,074

３ 社債の発行による収入 ― 588,350 ―

４ 自己株式の取得による支出 ― △165 ―

５ 配当金の支払額 △50,451 △31,096 △70,743

財務活動によるキャッシュ・フロー 178,157 520,264 272,182

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △115,318 107,426 △48,059

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,121,338 1,073,278 1,121,338

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,006,019 1,180,705 1,073,278
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

  

 

 

(2) デリバティブ 

時価法 

(3) たな卸資産 

① 製品、商品 

総平均法による原

価法 

② 原材料、貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1) 有価証券 

関係会社株式 

 移動平均法による原

価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

① 製品、商品 

    同左 

 

② 原材料、貯蔵品 

同左 

(1) 有価証券 

 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定) 

  時価のないもの 

   同左 

 

(2) デリバティブ 

同左 

(3) たな卸資産 

① 製品、商品 

    同左 

 

② 原材料、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日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)

については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物      6～39年 

工具器具備品 2～18年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)

については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物     3～39年 

工具器具備品 2～18年 

（追加情報） 

当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前

に取得したものについ

ては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償

却する方法によってお

ります。 

これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。 

(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日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)

については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物     3～39年 

工具器具備品 2～18年 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、ソフトウェア(自

社利用分)については､

社内における見込利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(3) 長期前払費用 

均等償却しておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

   同左 

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

績率等により、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) 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

(簡便法)。 

(3) 役員退職慰労引当金 

内規の改訂に伴い、役

員に対する退職慰労金

制度が廃止されたた

め、内規上の経過措置

から生じる要支給額の

みを計上しておりま

す。 

(4) 店舗閉鎖損失引当金 

下期以降に閉店すること

が確定した店舗につい

て、今後発生が見込まれ

る店舗閉鎖損失に備える

ため、当該損失見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4)  

(1) 貸倒引当金 

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

務に基づき計上してお

ります(簡便法)。 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4)  

－ 19 － 



 
 

東和フードサービス株式会社（3329）平成20年４月期中間決算短信（非連結） 

－ 20 － 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30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、特例処理の要

件を満たしております

ので、特例処理によっ

ております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段  

金利スワップ取引 

ヘッジ対象  

変動金利支払いの借

入金 

 (3) ヘッジ方針 

市場金利の変動による

リスクをヘッジする目

的で金利スワップ取引

を行っております。な

お、この取引について

は実需の範囲内で行う

こととし、投機目的の

取引は行わない方針で

あります。 

(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、特例処理の要

件を満たしております

ので、中間決算日にお

ける有効性の評価を省

略しております。 

(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 

(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 

金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要

件を満たしております

ので、決算日における

有効性の評価を省略し

ております。 

６.中間キャッシ

ュ・フロー計

算書（キャッ

シュ・フロー

計算書）にお

ける資金の範

囲 

中間キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 

     同左 キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

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 

(1) 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理

は、税抜方式によって

おります。 

(1) 消費税等の処理方法 

     同左 

(1) 消費税等の処理方法 

     同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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2,953,026千円であります。 

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財務諸

表は、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

る会計基準等） 

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

業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）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、3,156,752千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 

 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

当事業年度から、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第8号)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年５月31日 企業会計基準適用

指針第11号)を適用しております。これ

により、株式報酬費用5,522千円が費用

として計上され、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が5,522千円減少

しております。 

 

（減価償却方法の変更） 

当事業年度から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日以降取得の固

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。 

これによる損益に与える影響は軽微

であります。 
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注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成 18 年 10 月 31 日現在) 

当中間会計期間末 

(平成 19 年 10 月 31 日現在) 

前事業年度末 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
1,565,893 千円 

※２ 担保に提供している資産及びこれ
に対応する債務は次のとおりであ

ります。 

(イ)担保に供している資産 
建 物 64,673 千円 
土 地 409,000 千円 

保証金 210,283 千円 
敷 金 145,225 千円 
計 829,182 千円 

 

(ロ)上記に対応する債務 

一年以内返済予定 

の長期借入金 
372,482 千円 

長期借入金 427,518 千円 

計  800,000 千円 

３ 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行２行と当座貸越契約を

締結しております。 
これらの契約に基づく当中間会計

期間末の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 500,000 千円 

借入実行残高 ― 千円 

差 引 額 500,000 千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
1,847,639 千円 

※２ 担保に提供している資産及びこれ
に対応する債務は次のとおりであ

ります。 

(イ)担保に供している資産 
建 物 61,108 千円
土 地 409,000 千円

計 470,108 千円

 

 

 

(ロ)上記に対応する債務 

一年以内返済予定 

の長期借入金 
407,313 千円

長期借入金 92,687 千円

計  500,000 千円

３ 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。 
これらの契約に基づく当中間会計

期間末の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 300,000 千円

借入実行残高 ― 千円

差 引 額 300,000 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
1,689,449 千円 

※２ 担保に提供している資産及びこれ
に対応する債務は次のとおりであ

ります。 

(イ)担保に供している資産 

建 物 63,107 千円
土 地 409,000 千円
保証金 210,283 千円
敷 金 145,225 千円

計 827,615 千円

 

(ロ)上記に対応する債務 

一年以内返済予定 

の長期借入金 
349,482 千円

長期借入金 430,518 千円

計  780,000 千円

３ 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行２行と当座貸越契約を

締結しております。 
これらの契約に基づく当事業年度

末の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 500,000 千円

借入実行残高 ― 千円

差 引 額 500,000 千円 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

 

支 払 利 息 24,802 千円 

  

 

※３ 特別利益の主要項目 

 

店舗立退補償金 95,000 千円 

 
※４ 特別損失の主要項目 

 

固定資産除却損  

建物 407 千円 

 
 
店舗閉鎖損失引当金

繰入額 

96,415 千円 
 

 
店舗閉鎖損失  

建物除却損 12,692 千円 

工具器具備品除 

却損 
395 千円 

  

リース解約損 213 千円 

計 13,301 千円 

 

 

 

受 取 利 息 209 千円 

受 取 配 当 金 787 千円 

営 業 補 償 金 55,566 千円 

  

※１ 営業外収益の主要項目 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

 

支 払 利 息 28,032 千円

 
 

※３ 特別利益の主要項目 

 

  

 
※４ 特別損失の主要項目 

 

固定資産除却損 

建物 17,435 千円

工具器具備品 268 千円

計 17,704 千円

 

減損損失 18,322 千円

 

 

 

 
 

受 取 利 息 1,401 千円

受 取 配 当 金 190 千円

営 業 補 償 金 55,566 千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

 

支 払 利 息 52,960 千円

 
 

※３ 特別利益の主要項目 

 

店舗立退補償金 150,000 千円

 
※４ 特別損失の主要項目 

 
固定資産除却損 

建物 407 千円

 
 
店舗閉鎖損失引当金

繰入額 

 
店舗閉鎖損失 

建物除却損 90,815

工具器具備品除 

却損 
7,387

長期前払費用償却 9,832

賃貸物件原状回復

費用 
32,275

解約違約金 28,407

計 168,718 

受 取 利 息 839 千円

受 取 配 当 金 194 千円

営 業 補 償 金 161,300千円

協 賛 金 5,109 千円
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前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

至 平成19年10月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

至 平成19年４月30日) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 減価償却実施額 

 

  

有形固定資産 172,262 千円 

無形固定資産 1,570 千円 

長期前払費用 9,569 千円 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下

の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

場所 用途 種類 

東京都 

中央区 

店舗資産 建物及び、工

具器具備品 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として主として店舗を基本

単位に資産のグルーピングを行ってお

ります。 

 当中間会計期間において、資産グルー

プ単位の収益等を踏まえて検証した結

果、一部の店舗資産については将来キャ

ッシュ・フローによって当該資産の帳簿

価額を全額回収できる可能性が低いと

判断し、各資産グループの帳簿価額を回

収可能な価額まで減額し、当該減少額

18,322 千円を減損損失として特別損失

に計上しております。その内訳は、建物

16,863 千円、工具器具備品 1,458 千円で

あります。 

 なお、回収可能価額は使用価値により

測定しておりますが、回収可能性が認め

られないため、ゼロとして評価しており

ます。 

 
※６ 減価償却実施額 

 

 

有形固定資産 195,881 千円

無形固定資産 1,481 千円

長期前払費用 9,079 千円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※６ 減価償却実施額 

 

  

有形固定資産 384,329 千円

無形固定資産 3,043 千円

長期前払費用 17,915 千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成 18 年５月１日 至 平成 18 年 10 月 31 日) 

 

１.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当中間会計期間末

普通株式(株) 2,046,600 － － 2,046,600

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

  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７月26日 

定時株主総会 
普通株式 51,165 25 平成18年４月30日 平成18年７月26日

 

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

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18年８月28日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 20,466 10 平成18年10月31日 平成18年12月26日
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当中間会計期間(自 平成 19 年５月 1日 至 平成 19 年 10 月 31 日) 

 

１.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当中間会計期間末

普通株式(株) 2,046,600 － － 2,046,600

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当中間会計期間末

普通株式(株) － 60 － 60

(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加 60 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内 訳 
目的となる 

株式の種類 前事業 
年度末 

増 加 減 少 
当中間会計

期間末 

当中間会計 

期間末残高 

（千円） 

平成 18 年ストック・オプシ

ョンとしての新株予約権 
－ － － － － 5,522

 

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６月13日 

取締役会 
普通株式 30,699 15 平成19年4月30日 平成19年7月11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10月９日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 20,465 10 平成19年10月31日 平成19年12月25日
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前事業年度(自 平成 18 年５月 1日 至 平成 19 年４月 30 日) 

 

１.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当事業年度末 

普通株式(株) 2,046,600 － － 2,046,600

 

２．自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

内  訳 
目的となる 

株式の種類 前事業年度末 増 加 減 少 当事業年度末

当事業年度末

残高 

（千円） 

平成 18 年ストック・オプシ

ョンとしての新株予約権 
－ － － － － 5,522

 

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７月26日 

取締役会 
普通株式 30,699 15 平成18年４月30日 平成18年７月26日

平成18年８月28日 

取締役会 
普通株式 20,466 10 平成18年10月31日 平成18年12月26日

 

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

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６月13日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 30,699 15 平成19年４月30日 平成19年７月11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 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日) 

１．現金及び現金同等物の中間期末残 

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成 18 年 10 月 31 日現在) 

 

 

現金及び預金勘定 1,006,019 千円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 1,006,019 千円 

１．現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成 19 年 10 月 31 日現在) 

 

現金及び預金勘定 1,680,705 千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△500,000 千円

現金及び現金同等物 1,180,705 千円

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成 18 年４月 30 日現在) 

 

現金及び預金勘定 1,073,278 千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
－千円

現金及び現金同等物 1,073,278 千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年４月30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 

 

(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 
(単位:千円) 

 

 

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 

工具器

具備品 
527,574 174,395 353,179 

有形固

定資産

その他 
145,698 79,826 65,872 

ソフト

ウエア 
48,148 17,622 30,526 

合 計 721,422 271,843 449,578 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

1 年 以 内 134,586 千円 

1 年  超 320,493 千円 

 合 計 455,080 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 72,671 千円 

減価償却費相当額 69,080 千円 

支払利息相当額 4,224 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を採用してお

ります。 

 

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、利息法を採用しております。 

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 
(単位:千円)

 

 

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 

工具器

具備品
444,181 173,716 270,464

有形固

定資産

その他
154,500 101,130 53,369

ソフト

ウエア
76,833 18,489 58,343

合 計 675,515 293,336 382,178

② 未経過リース料中間期末残高相当額

1 年 以 内 118,512 千円

1 年  超 270,072 千円

 合 計 388,585 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 69,703 千円  

減価償却費相当額 66,210 千円  

支払利息相当額 4,332 千円  

 

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 

同左 

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 
(単位:千円)

 

 

取得価額

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

 

期末残高

相当額 

工具器

具備品 
138,316 89,069 49,246

有形固

定資産

その他 
451,021 174,836 276,184

ソフト

ウエア 
84,536 19,351 65,184

合 計 673,874 283,258 390,615

② 未経過リース料期末残高相当額 

1 年 以 内 117,821 千円

1 年  超 278,379 千円

合 計 396,201 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 133,908 千円

減価償却費相当額 127,278 千円

支払利息相当額 8,064 千円

 

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 

同左 
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(有価証券関係) 
 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
(単位：千円) 

前中間会計期間末 

(平成 18 年 10 月 31 日現在) 

当中間会計期間末 

(平成 19 年 10 月 31 日現在) 

前事業年度末 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

 

種   類 

取得原価 
中間貸借
対 照 表
計 上 額

差 額 取得原価
中間貸借
対 照 表
計 上 額

差 額 取得原価 

貸    借

対 照 表

計 上 額

差 額

① 株式 8,466 11,118 2,651 8,599 9,321 722 8,466 11,138 2,671

② 債券 ―  ― ― ― ― ―  ―  ― ― 

③ その他 ―  ― ― ― ― ―  ―  ― ― 
 

計 8,466 11,118 2,651 8,599 9,321 722 8,466 11,138 2,671

(注)  その他有価証券の減損処理については、時価が取得原価に比べて 50％以上下落したものについてはすべて、並びに 30％

以上 50％未満下落しているものについては個別銘柄毎に、当中間会計期間(事業年度)における最高値・最安値と帳簿価額

との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務

比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
(単位：千円) 

前中間会計期間末 

(平成 18 年 10 月 31 日現在)

当中間会計期間末 

(平成 19 年 10 月 31 日現在) 

前事業年度末 

(平成 19 年４月 30 日現在) 

 
種   類 

中間貸借対照表計上額 中間貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

① 子会社株式 

    非上場株式 
― 50,000 ―

② その他有価証券 

    非上場株式 
― 300 300

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

    該当事項はありません。 
なお、金利スワップ取引を行なって 

おりますが、いずれもヘッジ会計を

適用しており、金利スワップ取引の

特例処理の要件を満たしており 

ますので注記の対象から除いており

ます。 

 

同左 

 

同左 
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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 19 年５月１日 至 平成 19 年 10 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 19 年５月１日 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成 18 年５月１日 至 平成 19 年 4月 30 日） 

１．当事業年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）  5,522 千円 

 

２．当事業年度において存在したストック･オプションの内容 

 
平成17年 

ストック・オプション 
（第１回） 

平成18年 
ストック・オプション 

（第２回） 

 付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 当社取締役４名 

 ストック・オプション数（注）  普通株式 7,100株  普通株式 2,400株 

 付与日 平成17年７月26日    平成19年４月27日 

 権利確定条件 ― ― 

 対象勤務期間 ― ― 

 権利行使期間 
平成17年7月27日 
～平成47年7月26日 

 平成19年4月27日 
 ～平成49年4月26日 

 権利行使価格（円） １ １

 公正な評価単価（付与日）（円） ― 2,301

 （注）株式数に換算して記載しております。 

 
(持分法損益等) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

同左 

 

同左 

 

 
(企業結合等関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

同左 

 

同左 
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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年４月30日) 

 
１株当たり純資産額    1,606円41銭

 

１株当たり中間純利益     79円57銭

 

潜在株式調整後  

１株当たり中間純利益  79円20銭 
 

 
１株当たり純資産額 1,442円89銭

 

１株当たり中間純利益 76円70銭

 

潜在株式調整後  

１株当たり中間純利益 76円44銭 
 

 

 
１株当たり純資産額 1,542円44銭 

 

１株当たり当期純利益 186円24銭 

 

潜在株式調整後  

１株当たり当期純利益 185円60銭 
 

 

注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 

前事業年度末 

（平成19年4月30日） 

純資産の部の合計額（千円） 2,953,026 3,293,098 3,162,274

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円） 
2,953,026 3,287,576 3,156,752

差額の主な内訳（千円） 
新株予約権 

－ 5,522 5,522

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末(期末)の普通株式の数(株) 
2,046,600 2,046,540 2,046,600

 
 

(注)２．１株当たり中間(当期)純利益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 

 前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 156,983 162,844 381,163

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) 156,983 162,844 381,163

普通株式の期中平均株式数(株) 2,046,600 2,046,583 2,046,600

  

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
 

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) 7,098 9,497 7,124

（うち新株予約権） （7,098） （9,497） (7,124)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 ―

 

― ―
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(重要な後発事象)  

  

前中間会計期間 (自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 
該当事項はありません。 

 
当中間会計期間 (自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日) 
該当事項はありません。 

 
前事業年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 
該当事項はありません。 



 
 

東和フードサービス株式会社（3329）平成20年４月期中間決算短信（非連結） 
 

 － 35 －

５．生産・受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)製 品 名 

生産金額(千円) 生産金額(千円) 生産金額(千円) 

自社製フレッシュケーキ 211,259 195,047 448,267 

スパゲッティ生麺、ソース、
ドレッシング 

289,690 305,678 581,167 

合計 500,950 500,726 1,029,435 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注状況 

  当社は、見込生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。 

 
(3) 販売実績 

販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

 

売上金額(千円) 売上金額(千円) 売上金額(千円) 

ダッキーダック 東京都 1,113,500 1,220,160 2,350,681

 神奈川県 252,456 263,817 544,570

 埼玉県 136,889 135,412 277,256

 千葉県 400,298 372,055 809,199

小計  1,903,144 1,991,446 3,981,708

スパゲッティ食堂ドナ 東京都 1,171,174 1,146,858 2,300,662

 神奈川県 277,867 264,025 543,048

 埼玉県 187,051 208,049 404,029

 千葉県 145,785 175,583 291,303

小計  1,781,879 1,794,517 3,539,043

カフェ 東京都 848,510 915,538 1,787,857

 神奈川県 12,567 155,877 104,607

 千葉県 52,094 72,983 128,562

小計  913,173 1,144,399 2,021,027

ぱすたかん 東京都 306,070 308,028 626,209

 神奈川県 219,402 217,166 436,002

 埼玉県 42,118 50,099 88,494

 千葉県 37,057 34,814 72,979

小計  604,648 610,108 1,223,685

その他  149,795 142,190 287,686

合     計 東京都 3,589,051 3,732,776 7,353,096

 神奈川県 762,293 900,887 1,628,229

 埼玉県 366,059 393,561 769,780

 千葉県 635,236 655,436 1,302,045

総合計  5,352,641 5,682,663 11,053,152

(注)１上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ダッキーダックには、ケーキショップを含んでおります。 
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６．その他 

該当事項はありません。 


