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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年12月中間期の業績（平成19年７月１日～平成19年12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12月中間期 
18年12月中間期 

百万円   ％ 
4,909   16.7  
4,204    ―  

百万円   ％
360   19.4 
302    ― 

百万円   ％ 
341   20.9  
282    ―  

百万円   ％
174    ― 

△ 10    ― 

19年６月期 8,663    ―  573    ― 528    ―  109    ― 
 
 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12月中間期 
18年12月中間期 

円  銭 
178 95  

△ 39 18  

円 銭
― ― 
― ― 

19年６月期 422 13  ― ― 

(参考) 持分法投資損益 19年12月中間期  ―百万円  18年12月中間期 ―百万円  19年６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12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
6,080    
5,513    

百万円
733   
293   

％ 
 12.0  
 5.3  

円 銭
682 68 

1,136 20 

19年６月期 5,900    531    8.9  1,939 71 

(参考) 自己資本 19年12月中間期  732百万円  18年12月中間期   292百万円  19年６月期 530百万円 

 
（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12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
383    
281    

百万円
△437   
△338   

百万円 
△55    
151    

百万円
995   
909   

19年６月期 692    △643   240    1,104   
 
 
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 
 
19年６月期 

円 銭 
― ―  

円 銭 
50 00  

円 銭
50 00 

20年６月期（実績） ― ―   

20年６月期（予想）  40 00  
40 00 

 

 
 
３．平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日～平成20年６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 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 9,881 14.0  747 30.3 686 29.7 318 191.7 263 96 
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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       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12月中間期  1,073,100株 18年12月中間期 257,300株 19年６月期 257,300株 

② 期末自己株式数         19年12月中間期          ―株 18年12月中間期 257,3―株 19年６月期 1,073―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、31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 
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。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」を参照

してください 
平成19年９月13日付をもって普通株式１株につき３株の割合で株式分割をしております。なお、「１．

平成19年12月中間期の業績」の１株当たり中間純利益、１株当たり純資産及び「３．平成20年６月期の業
績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。 
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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わが国の経済は、輸出の伸びに牽引される形で回復傾向が見られ、民間設備投

資や雇用の増勢が続き、景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら、原油価格や穀物価格の上

昇により個人消費は力強さを欠く状況であります。 

外食業界におきましては、食の安全性に対する消費者の意識の高まりや、中食市場との競争の激化、若

年人口の減少に伴う労働力確保が更に困難になる等、経営環境は厳しさを増しております。 

このような市場環境の中で当社は、経営目標である「お客様の心のリラックス」 を実現するために、

当社の強みであり、接客の基本である「とびっきりの笑顔」と「心からの元気」の実践を徹底し、顧客満

足の向上を図ることで、業績の向上に取り組んでまいりました。 

直営店の店舗展開に関しましては、「大阪梅田お好み焼本舗」３店舗と「二代目丸源」１店舗、合計４

店舗を新設いたしました。更に焼肉部門においては、既存店舗の活性化を目的として３店舗の業態転換と

３店舗の改装を実施いたしました。また、「二代目丸源」 １店舗を閉店しております。この結果、当中間

会計期間末の店舗数は57店舗となりました。 

売上高は、前事業年度及び当中間会計期間の新規出店店舗の売上が寄与し、4,909百万円（前年同期比

16.7％増）、売上総利益は3,434百万円（同16.7％増）となりました。 

販売費及び一般管理費は、新規出店にともなう経費の増加により3,074百万円（同16.4％増）となりま

した。 

この結果、営業利益は360百万円（同19.4％増）、経常利益は341百万円（同20.9％増）、中間純利益は174

百万円（前年同期は中間純損失10百万円）となりました。 

（部門別の概況） 

① 焼肉部門 

当中間会計期間において、既存店舗の活性化を目的として新業態「焼肉きんぐ」へ３店舗の業態転換及

び「焼肉一番かるび」３店舗の改装を実施いたしました。店舗数は前事業年度末から増減は無く 32 店舗

となっております。 

売上高は前事業年度の新規出店店舗の売上高が寄与し、2,596 百万円（前年同期比 4.6％増）となりま

した。 

② 専門店部門 

当中間会計期間において、当事業年度の重点業態である「大阪梅田お好み焼本舗」を７月に埼玉県と千

葉県に１店舗ずつ、９月に東京都に１店舗、合計３店舗を新規出店し、当中間会計期間末の店舗数は 14

店舗となりました。 

売上高は、前事業年度及び当中間会計期間の新規出店店舗の売上高が寄与し、957 百万円（前年同期比

65.2％増）となりました 

③ 中華部門 

当中間会計期間において、「二代目丸源」１店舗の新規出店及び１店舗の閉店を実施いたしました。こ

の結果、当中間会計期間末の店舗数は 11 店舗となっております。 

売上高は、看板商品の明確化及び従業員の育成に注力し店舗運営力が向上した結果、既存店舗の売上高

が改善され、850 百万円（前年同期比 18.6％増）となりました。 

④  フランチャイズ事業 

当中間会計期間において、焼肉業態１店舗の閉店及び専門店業態で３店舗、中華業態で１店舗の新規出
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店を実施いたしました。この結果、当中間会計期間末の店舗数は前事業年度末３店舗増の 52 店舗となり

ました。 

売上高は、フランチャイズ店舗の増加によるロイヤルティ収入の増加により 504 百万円（前年同期比

18.2％増）となりました。 

 

直営店及びフランチャイズ店舗を合わせた出退店の状況につきましては、８店舗を新規出店し、２店

舗を閉店した結果、当中間会計期間末の店舗数は 109 店舗（前年同期比 15 店舗の純増）となりました。 

 

(通期の見通し) 

原油価格や小麦価格の上昇による原材料価格の高騰や、食材の賞味期限偽装問題等の発生により、消

費者の食の安全性への関心は一層高くなるなど、当社を取り巻く環境はより厳しさを増してきておりま

す。当社はこのような環境こそチャンスであると考え、経営目標である「お客様のリラックス」の実現

のために商品・サービスの質を一層高め、消費者に信頼される店舗を目指すことで業績の向上を図って

まいります。 

以上の状況を踏まえ、平成 20 年６月期の当社業績見通しにつきましては、売上高 9,881 百万円（前年

同期比 14.0％増）、営業利益 747 百万円（同 30.3％増）、経常利益 686 百万円（同 29.7％増）、当期純利

益は 318 百万円（同 191.7％増）を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

①  資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間の総資産残高は、前事業年度末と比べて 179 百万円増加し 6,080 百万円となりました。 

（流動資産） 

当中間会計期間における流動資産は、二代目丸源江戸川松本店の閉店に係る解約金の未収入金の増加

や、年始営業に係る棚卸資産の増加により前事業年度末比113百万円増加の1,626百万円となりました。 

（固定資産） 

当中間会計期間における固定資産は、新規出店に係る建物等の増加により、前事業年度末比 66 百万

円増加し、4,454 百万円となりました。 

（流動負債） 

当中間会計期間における流動負債は、運転資金として短期借入金を借り入れたことにより、前事業年

度末比 179 百万円増加し、2,156 百万円となりました。 

（固定負債） 

当中間会計期間における固定負債は、長期借入金を返済したことにより、前事業年度末比 201 百万円

減少の 3,191 百万円となりました。 

（純資産） 

当中間会計期間の純資産は、新株引受権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ 21 百万円

増加し、また中間純利益の積み上げ等により前事業年度末比201百万円増加の733百万円となりました。 
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②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)は、995 百万円と前事業年度末

と比較し、109 百万円減少しております。 

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 383 百万円（前年同期比 36.2％増）となり

ました。これは、資金の源泉となる税引前中間純利益 301 百万円を計上したほか、減価償却費が 157 百

万円となったこと等によります。 

（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 437 百万円（前年同期比 29.2％増）となり

ました。これは、定期預金への預け入れが純額で 90 百万円あったこと、新規出店に伴う有形固定資産

の取得による支出が 353 百万円発生したこと等によります。 

（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使用した資金は 55 百万円（前年同期は 151 百万円の収入）

となりました。これは、短期借入金の純増加額が 126 百万円、長期借入による収入が 324 百万円あった

ものの、長期借入金の返済による支出が 528 百万円、配当金の支払が 13 百万円あったこと等によりま

す。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年６月期 平成19年６月期 
平成19年12月 

中間期 

自己資本比率 (％) 5.8 8.9 12.0 

債務償還年数 (年) 7.7 5.7 5.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 5.9 7.8 8.6 

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

債務償還年数：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     (中間期については、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) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としています。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、収益状況に対応し、かつ安定配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と経営体質

の強化に備えるために必要な内部留保の充実を勘案して配当を決定することを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、従来は期末配当のみでありましたが、平成 19 年９月 27 日開催の株主総会決議

により、中間配当と期末配当の年２回の配当を基本方針としております。配当の決定機関は、期末配当は

株主総会、中間配当は取締役会であります。 

なお、配当以外の剰余金は財務体質を強化すべく、内部留保してまいりたいと考えております。 

この基本方針に基づき、当期の配当政策につきましては、中間配当は見合わせますが、期末配当は１株

当たり普通配当 40 円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
(1)事業の内容 

当社は、焼肉、専門店及び中華レストランチェーンの直営による経営並びにフランチャイズ・チェーン

展開を主な事業内容としております。「お客様の心のリラックス」を経営目標に掲げ、お客様の「食」に

対する潜在的なニーズを開拓すべく「繁盛開発四原則」を用いて、日々お客様に新しい味、新しい食事を

ご提供できるよう業態開発に注力しております。 

繁盛開発四原則とは、当社の日々の経営の中から生み出された、お客様にご満足いただける料理店開発

の原則であります。 

(1) 文化・季節性・土着性・専門性……その時々、土地によって独特なもの 

(2) オリジナリティ………………………珍しいもの、希少価値 

(3) システム………………………………分かりやすく紹介すること 

(4) 市場性…………………………………手軽にご提供すること 

当社は、この四原則を基本原則として業態開発に努め、焼肉部門、専門店部門、中華部門及びフランチ

ャイズ部門の４部門を展開しております。 

 

各部門の内容は以下のとおりであります。 

① 焼肉部門 

焼肉部門は、平成７年12月に焼肉業態１号店として開店しました「焼肉一番カルビ」を始め、｢焼肉一

番かるび」・「焼肉キング」・「焼肉きんぐ」の４業態を展開しております。当社は、より良質な牛肉を、

リーズナブルな価格でお客様にご提供する為に、その牛肉に応じた最適供給ルート（商社・有力食肉メ

ーカー及び 地場肉屋）の開拓を行い続けております。また、専門店部門及び中華部門にも共通しますが、

店舗スタッフによる気さくな接客により、リラックスした時間をお過ごしいただくことで、より美味し

く料理を味わっていただくことを常に心がけております。 

「焼肉一番カルビ」は、ポップなデザインを取り込んだ店舗作りや無煙ロースター設備導入等ファミ

リー客を獲得するための仕組みを盛り込んだ郊外型大型焼肉店の第１号業態であります。「焼肉一番か

るび」は、店舗デザインに料亭コンセプトを採用し、和風の落ち着いた雰囲気を演出しながら、ファミ

リー層だけでなく、サラリーマンや若者層にも利用していただける店作りをしております。「焼肉キン

グ」は、肉好きの店主が営む焼肉店というコンセプトであり、当社の他の焼肉業態に比べ、肉の品質を

高めるために高単価の商品の品揃えを増やしております。「焼肉きんぐ」は、当社の焼肉業態で唯一食べ

放題（料理を客席でご注文いただける「テーブルバイキング方式」）を採用しております。 

② 専門店部門 

専門店部門は、「魚貝三昧げん屋」・「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」・「しゃぶと海鮮源氏総本店」・「大

阪梅田お好み焼本舗」の４業態を展開しております。 

「魚貝三昧げん屋」では、料理長が日々市場に出向いて自ら魚介類を選別し、旬の食材や珍しい食材

等を仕入れ、全国各地の独特な料理を提供すること等食材品質及び調理法にこだわりを持っております。

店内にはカウンター席を設け、調理スタッフとの会話を楽しみながらお食事をお楽しみいただけるほか、

宴会席もあり法人等の接待・宴会需要まで幅広く対応しております。 

「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」は、非日常空間を意識した和食ファミリーダイニングであります。

しゃぶしゃぶ専門店という位置付けを明確にし、しゃぶしゃぶは国産黒毛牛から、食べ放題メニュー、

そして牛肉だけではなく豚肉も用意しております。また、お刺身等の海鮮料理としゃぶしゃぶと組み合

わせていただくことも可能で、豊富な商品バリエーションを実現しております。なお、宴会席もあり、

法事慶事・忘新年会等宴会需要の取り込みを図っております。 
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平成17年５月に専門店部門における関東１号店として開店しました「しゃぶと海鮮源氏総本店南越谷

店」は「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」と比べ客単価を高く設定したしゃぶしゃぶをメインとしたファ

ミリーダイニングで、「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」と同様にお客様の多目的の利用動機の取り込みを

図っております。 

また、平成17年12月にお好み焼業態第１号店として開店しました「大阪梅田お好み焼本舗」は鰹節の

だしとかす玉(揚玉)が入ったお好み焼をメインに、もんじゃ焼や鉄板焼メニューも豊富に取り揃え、楽

しくお食事をして頂ける店作りをしております。また、大型店の特長を活かし、テーブル席とお座敷を

ご用意し、学生からファミリー層、サラリーマンの宴会需要と幅広くご利用頂けるようになっておりま

す。 

③ 中華部門 

中華部門は「丸源ラーメン」・｢二代目丸源｣の２業態を展開しております。 

平成13年６月にラーメン業態第１号店として開店しました「丸源ラーメン」は、「釜あげチャーシュー

上海豚麺」で培ったラーメンの技術を活かし、ラーメン専門店として看板商品「肉そば」を始め、各種

ラーメンをリーズナブルな価格で提供しております。また広い駐車場と店舗の中で、個人からファミリ

ー層まで幅広いお客様にお食事していただける店舗作りとなっております。「二代目丸源」は、「丸源ラ

ーメン」と同様の店作りで、個人からファミリー層まで幅広いお客様をターゲットとしております。な

お、ラーメン専門店としての特長を強く打ち出すために、山盛りのキャベツをトッピングした「きゃべ

とん」を名物商品として導入しております。 

④ フランチャイズ部門 

   焼肉部門、専門店部門及び中華部門の業態のうち、以下の業態のフランチャイズ・チェーン展開をして

おり、ノウハウ提供等の対価としてフランチャイジー及びサブフランチャイザーよりロイヤルティ収入等

を得ております。 

  焼肉部門：「焼肉一番カルビ」・「焼肉一番かるび」・「焼肉キング」 

  専門店部門：「大阪梅田お好み焼本舗」 

  中華部門：「丸源ラーメン」・「二代目丸源」 

 

当社及びフランチャイズ店を含めた事業の系統図は次のとおりであります。 



 
㈱物語コーポレーション（3097）  平成20年６月期中間決算短信（非連結） 

 - 8 -

焼
肉
部
門

中
華
部
門

専
門
店
部
門

焼肉一番カルビ

焼肉一番かるび

焼肉キング

一
般
消
費
者

フランチャイジー

魚貝三昧げん屋

しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店

しゃぶと海鮮源氏総本店

丸源ラーメン

二代目丸源

フランチャイジー

フランチャイジー

サブフランチャイザー サブフランチャイジー

大阪梅田お好み焼本舗

飲食の提供

飲食の提供

飲食の提供

ノウハウの提供等

飲食の提供

飲食の提供

飲食の提供

ロイヤルティ等

ロイヤルティ等 ロイヤルティ等

ロイヤルティ等

ノウハウの提供等

ノウハウの提供等

フランチャイズ運営権利の付与
ノウハウの提供等

飲食の提供

飲食の提供

ロイヤルティ等

焼肉きんぐ
飲食の提供

 

 
(2)関係会社の状況 

  該当事項はありません。 
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３．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は「Smile＆Sexy」の経営理念の下、経営目標である「お客様の心のリラックス、物語人の心の自

立」の達成に努めております。 

経営理念である「Smile＆Sexy」において、「Smile」は笑顔だけでなく、礼儀やマナー、人間性等を、

「Sexy」は自己表現、自己開示等を意味しております。この「Smile」と「Sexy」を身に着けることで、

自分の個性を発揮しながら、明るく活き活きと生きることを目指しております。 

この理念の下で従業員が働き、サービスをすることで、人間性溢れる店舗を作り上げることが出来ると

考えており、お客様に単に食事をしていただく場所を提供するのではなく、リラックスし、心から楽しん

でいただける空間を提供することができると考えております。 

その結果、多くのお客様の支持をいただくことで、業績の向上と企業価値の拡大、すなわち株主利益の

増大を図ることを基本方針としております。 

 

(2)目標とする経営指標 

当社は成長性と収益性の追及を通じて企業価値の向上と株主利益の増大を実現していきます。そのため

に、売上高経常利益率 10％を目標として掲げております。現状は目標数値達成の途上でありますが、業態

のブラッシュアップによる収益構造の変化、本社のスリム化による経費削減により、目標達成に向けて鋭

意取り組んでおります。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

中期事業方針として４つの大項目を決めております。 

①業態の「フォーマット化」「仕組み化」「差別化」を強固にしなければならない。 

②業績の改善を継続しなければならない。 

③物語が理念カンパニーであることを証明しなければならない。 

④「人財」の採用・定着・教育の結果、従業員一人一人が自立できる会社にしなければならない。 

これら４つの項目を課題として、取り組んでまいります。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

今後の経営環境におきましては、個人消費は緩やかな回復基調にあるものの、外食産業においてはます

ます競争激化が進み、自然淘汰に加速度がついていくものと予想されます。 

このような環境のもと、当社は他の外食企業の店舗との差別化を図り、競争力を強化すると共に、企業

価値の向上のため以下の課題に適切に対処してまいります。 

 

①お客様のニーズを捉えた新業態開発及び新商品開発 

ライフスタイルの多様化やインターネットの普及による情報量の拡大等により、お客様の食に対する

ニーズは、より専門化・細分化し、その変化の速度も増しております。当社ではこの変化に対応する

ため、新業態開発プロジェクトを発足し、従来の郊外型店舗だけでなく、繁華街型店舗の出店も視野

に入れた業態開発を推進し、お客様のニーズに応える店舗の実現に取り組んでまいります。また、開

発本部組織を強化し、今まで以上にお客様のニーズを的確に捉え、競争力を持った商品開発に取り組

んでまいります。 
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②既存店舗の改装及び業態変更 

今まで以上にお客様のニーズは変化の速度を増し、業態のライフサイクルは更に短くなっていくと

考えます。その変化に対応するため、新業態開発と同様に、既存店舗の改装や業態変更も重要課題と

考えております。既存のお客様のニーズの変化を的確に捉えることに加え、改装及び業態変更によっ

て見込まれる新規のお客様のニーズを想定し、既存店舗の改装及び業態変更を検討・実施してまいり

ます。 

③フランチャイズ店舗の出店推進 

業態のライフサイクルが短期化する中、今後、当社が安定的な成長を確保していくためには、業態

の出店展開を速め、早期に業態ブランドを確立する必要があると考えております。その実現のために

は、直営店の新規出店に加え、フランチャイズ加盟企業による新規出店が重要課題と考えております。

ビジネスパートナーである優良なフランチャイズ加盟企業を確保するために、今まで以上にローコス

ト店舗の開発を推進すると共に、フランチャイズ加盟企業が、円滑に新規出店を行うことが出来るフ

ランチャイズ本部の組織・機能を充実させてまいります。 

④「人財」の採用・教育 

今後、当社が安定的な成長を確保していくためには、めまぐるしく変化する経営環境に柔軟且つ、

適切に対応出来る会社作りが重要であり、そのためには優秀な「人財」の確保が必要不可欠であると

考えております。当社の経営理念を理解し、賛同した「人財」の確保を重要課題として、学卒新規採

用だけでなく、既存店舗で勤務されているパートナー(パートタイマー・アルバイト)や、異業種を含

めた職業キャリア(中途採用)からの社員登用など、優秀な「人財」の採用に取り組んでまいります。 

「人財」教育に関しましては、実践を通じた教育に加え、教育専門機関｢物語アカデミー｣のプログ

ラムを改善し、専門知識を習得する機会を増やし、プロフェッショナルとなり得る「人財」を育成し

てまいります。また、当社にとって、特に重要な位置付けとなる店長に対する教育プログラムを強化

し、店舗運営力の改善に結び付けたいと考えております。 

⑤組織・管理体制の強化 

経営環境の変化に対し、柔軟且つ、機動的に対応できる組織作りを目指すと共に、経営効率化の観

点より、本部組織の生産性向上に努めてまいります。また、有効な意思決定及び財務報告に対する信

頼性を確保するための内部統制システムの構築・強化に取り組んでまいります。 
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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 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年６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 ※２ 1,000,052 1,127,041 1,146,801 

２ 売掛金  108,927 142,889 128,222 

３ たな卸資産  82,756 105,689 81,105 

４ その他  189,861 250,472 156,568 

貸倒引当金  △34 △61 △38 

流動資産合計   1,381,564 25.0 1,626,031 26.7  1,512,659 25.6

Ⅱ  固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,672,757 1,935,691 1,847,748 

(2) 土地 ※２ 390,738 390,738 390,738 

(3) その他  466,517 548,852 530,921 

有形固定資産合計  2,530,013 2,875,282 2,769,408 

２ 無形固定資産  31,919 70,782 74,848 

３ 投資その他の資産    

(1) 差入保証金 ※２ 1,300,600 1,228,768 1,261,308 

(2) その他 ※２ 269,265 279,825 282,718 

投資その他の資産合計  1,569,866 1,508,593 1,544,026 

固定資産合計   4,131,799 74.9 4,454,658 73.2  4,388,283 74.3

資産合計   5,513,364 100.0 6,080,690 100.0  5,900,943 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年６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  281,236 340,156 275,368 

２ 短期借入金  120,000 126,000 － 

３  １年以内返済予定の長

期借入金 
※2,3 932,056 1,005,900 1,002,243 

４ 閉店損失引当金  68,311 － － 

５ その他 ※５ 538,256 684,437 699,325 

流動負債合計   1,939,860 35.1 2,156,493 35.4  1,976,936 33.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2,3 2,918,916 2,732,188 2,940,541 

２ 退職給付引当金  36,640 73,050 66,684 

３ 役員退職慰労引当    

金 
 129,890 139,550 134,450 

４ リース資産減損勘 定  850 568 663 

５ その他  193,931 245,744 249,837 

固定負債合計   3,280,228 59.4 3,191,101 52.4  3,392,175 57.4

負債合計  5,220,089 94.6 5,347,594 87.9  5,369,112 90.9

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   197,650 3.5 278,510 4.5  257,510 4.3

２ 資本剰余金    

(1)  資本準備金  103,200 184,480 163,060 

資本剰余金合計   103,200 1.8 184,480 3.0  163,060 2.7

３ 利益剰余金    

(1)  利益準備金  1,950 1,950 1,950 

(2)  その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △14,462 265,619 104,672 

利益剰余金合計   △12,512 △0.2 267,569 4.4  106,622 1.8

株主資本合計   288,337 5.2 730,559 12.0  527,192 8.9

Ⅱ  評価・換算差額等    

その他有価証券評 

価差額金 
  4,007 0.0 2,026 0.0  3,708 0.0

評価・換算差額等 

合計 
  4,007 0.0 2,026 0.0  3,708 0.0

Ⅲ  新株予約権   930 0.0 510 0.0  930 0.0

純資産合計   293,274 5.3 733,096 12.0  531,830 9.0

負債純資産合計   5,513,364 100.0 6,080,690 100.0  5,900,943 100.0
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(2)中間損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６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   4,204,121 100.0 4,909,753 100.0  8,663,005 100.0

Ⅱ 売上原価   1,263,149 30.0 1,474,830 30.0  2,602,706 30.0

売上総利益   2,940,971 69.9 3,434,922 69.9  6,060,298 69.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,638,970 62.7 3,074,055 62.6  5,487,157 63.3

営業利益   302,000 7.1 360,867 7.3  573,141 6.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  34,183 0.8 36,524 0.7  66,435 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  53,874 1.2 56,052 1.1  110,648 1.2

経常利益   282,310 6.7 341,339 6.9  528,928 6.1

Ⅵ 特別利益   1,685 0.0 28,621 0.5  1,885 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  212,389 5.0 68,368 1.3  246,151 2.8

税引前中間(当期) 

純利益 
  71,605 1.7 301,592 6.1  284,262 3.2

法人税、住民税及び事業

税 
 93,328 139,760 187,826 

法人税等調整額  △11,639 81,688 1.9 △12,801 126,959 2.5 △12,215 175,610 2.0

中間(当期)純利益 

又は純損失（△） 
  △10,082 △0.2 174,632 3.5  109,051 1.2
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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７月１日 至 平成 18 年 12 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 
利益準備金

繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年６月30日残高(千円) 197,650 103,200 103,200 1,950 △4,379 △2,429 298,420

中間会計期間中の変動額    

 中間純損失  － △10,082 △10,082 △10,082

 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) － － － － △10,082 △10,082 △10,082

平成18年12月31日残高(千円) 197,650 103,200 103,200 1,950 △14,462 △12,512 288,337

 

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６月30日残高(千円) 4,622 4,622 930 303,972

中間会計期間中の変動額  

 中間純損失  － △10,082

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△615 △615 △615

中間会計期間中の変動額合計(千円) △615 △615 － △10,697

平成18年12月31日残高(千円) 4,007 4,007 930 293,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱物語コーポレーション（3097）  平成20年６月期中間決算短信（非連結） 

 - 15 -

 

当中間会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 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 
利益準備金

繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成19年６月30日残高(千円) 257,510 163,060 163,060 1,950 104,672 106,622 527,192

中間会計期間中の変動額    

新株引受権行使による新株の発行 21,000 21,420 21,420  － 42,420

 剰余金の配当  － △13,685 △13,685 △13,685

 中間純利益  － 174,632 174,632 174,632

 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) 21,000 21,420 21,420 － 160,947 160,947 203,367

平成19年12月31日残高(千円) 278,510 184,480 184,480 1,950 265,619 267,569 730,559

 

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６月30日残高(千円) 3,708 3,708 930 531,830

中間会計期間中の変動額  

  新株引受権行使による新株の発行  － 42,420

 剰余金の配当  － △13,685

 中間純利益  － 174,632

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△1,681 △1,681 △420 △2,101

中間会計期間中の変動額合計(千円) △1,681 △1,681 △420 201,265

平成19年12月31日残高(千円) 2,026 2,026 510 733,096
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６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 
利益準備金

繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年６月30日残高(千円) 197,650 103,200 103,200 1,950 △4,379 △2,429 298,420

事業年度中の変動額    

 新株の発行 59,860 59,860 59,860  － 119,720

 当期純利益  － 109,051 109,051 109,051

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額(純額) 
 －  － －

事業年度中の変動額合計(千円) 59,860 59,860 59,860 － 109,051 109,051 228,771

平成19年６月30日残高(千円) 257,510 163,060 163,060 1,950 104,672 106,622 527,192

 

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６月30日残高(千円) 4,622 4,622 930 303,972

事業年度中の変動額  

 新株の発行  － 119,720

 当期純利益  － 109,051

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額(純額) 
△913 △913 △913

事業年度中の変動額合計(千円) △913 △913 － 227,857

平成19年６月30日残高(千円) 3,708 3,708 930 531,830

 

 



 
㈱物語コーポレーション（3097）  平成20年６月期中間決算短信（非連結） 

 - 17 -

 (4)中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 
前中間会計期間 当中間会計期間 

前事業年度の 

キャッシュ・フロー計算書

  (自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

(自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前中間(当期)純利益  71,605 301,592 284,662

２ 減価償却費  117,894 157,853 260,538

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  6 22 10

４ 退職給付引当金の増減額 

（△は減少） 
 1,974 6,365 32,018

５ 役員退職慰労引当金の増減額 

（△は減少） 
 129,890 5,100 134,450

６ 閉店損失引当金の繰入額  68,311 ― ―

７ 受取利息及び受取配当金  △7,110 △6,662 △13,957

８ 支払利息  43,749 44,557 88,097

９ 有形固定資産売却益  ― ― △200

10 有形固定資産売却損  ― 2,331 ―

11 有形固定資産除却損  14,100 12,896 21,012

12 店舗閉店損失  ― 35,031 63,457

13 固定資産受贈益  △1,413 ― △1,413

14 売上債権の増減額（△は増加）  △17,284 △14,667 △36,578

15 たな卸資産の増減額（△は増加）  △17,345 △24,583 △15,694

16 その他の流動資産の増減額 

（△は増加） 
 △23,169 △58,431 △14,897

17  仕入債務の増減額（△は減少）  54,677 64,788 48,808

18 未払消費税等の増減額 

（△は減少） 
 △33,415 15,761 △35,430

19 未払費用の増減額（△は減少）  35,244 31,379 40,952

20 その他の負債の増減額（△は減少）  9,582 △52,996 122,259

21 預り保証金の増減額（△は減少）  3,998 4,800 9,998

22 その他  △4,002 8,608 △3,779

小計  447,294 533,747 984,315

23 利息及び配当金の受取額  110 127 252

24 利息の支払額  △43,811 △44,574 △88,229

25 法人税等の支払額  △122,254 △105,933 △204,153

営業活動によるキャッシュ・フロー  281,338 383,367 692,184
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  前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の 

キャッシュ・フロー計算書

  
(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日)

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日) 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の純増減額 

（△は純増加） 
 △63,000 △90,001 △14,503

２ 有価証券の売却等による収入  ― ― 2,000

３ 投資有価証券の取得による支出  △3,000 ― △3,000

４ 有形固定資産の取得による支出  △262,863 △353,004 △608,948

５ 有形固定資産の売却による収入  2,979 31 3,229

６ 無形固定資産の取得による支出  △100 △1,338 △981

７ 差入保証金の増加による支出  △71,787 △35,761 △120,495

８ 差入保証金の回収による収入  59,448 42,866 99,667

９ 貸付による支出  ― △199 △156

10 貸付金の回収による収入  183 344 524

11 その他の純増減額（△は純増加）  △293 △294 △560

投資活動によるキャッシュ・フロー    △338,433 △437,356 △643,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額 

（△は純減少） 
 120,000 126,000 ―

２ 長期借入れによる収入  472,000 324,000 1,055,000

３ 長期借入金の返済による支出  △440,681 △528,696 △931,869

４ 割賦未払金の返済による支出  ―
        △5,3

90 
△2,340

５ 株式の発行による収入  ― 42,000 119,720

６ 配当金の支払額  ― △13,685 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  151,319 △55,771 240,510

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

（△は減少） 
 94,224 △109,761 289,469

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  815,327 1,104,797 815,327

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 909,551 995,036 1,104,797

 

※1 
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(5)中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 
１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

② 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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

①  ――――――――――― 

 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

     

時価のないもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

①   ――――――――――― 

 

② 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) たな卸資産 

商品・貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

(2) たな卸資産 

商品・貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

商品・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 

建物         定額法 

その他        定率法 

主な耐用年数 

建物        15年～34年 

構築物       10年～30年 

工具器具及び備品  ３年～15年 

ただし、定期借地契約による借地上

の建物及び構築物については、耐用年

数を定期借地権の契約期間（ただし、

固定資産の耐用年数が定期借地権の

契約期間未満の場合は固定資産の耐

用年数）とし、建物は残存価額を零と

した定額法、構築物は残存価額を零と

した定率法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、償却可能限度額まで

償却が終了した事業年度の翌事業年度から

５年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1,290千円減少

しております。 

 (会計方針の変更) 

 法人税法改正に伴い、平成19年４月１日

以降取得の有形固定資産については、定期

借地契約による借地上の建物及び構築物を

除き、改正後の法人税法に基づく償却方法

に変更しております。 

 この変更により、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ1,046千円減少しております。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

(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 

３ 繰延資産の処理方法 

――――――――――― 

 

３ 繰延資産の処理方法  

   株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

３ 繰延資産の処理方法 

株式交付費 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 
４ 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。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(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

中間会計期間末における退職給付債

務見込額（中間期末自己都合要支給

額）に基づき計上しております。 

(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。 

なお、数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することと

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見

込額に基づき計上しております。 

   なお、数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することと

しております。 

 

    

 

  （追加情報） 

従来、退職給付債務の計算方法につ

いては簡便法を採用しておりました

が、翌事業年度から原則法による退職

給付債務に基づく退職給付費用を計

上するため、当事業年度末において原

則法による退職給付債務額を計上し

ております。 

この結果、当事業年度末における簡

便法から原則法への変更による差額を

特別損失に25,825千円計上しているた

め、税引前当期純利益が25,825千円減

少しております。 

 (3) 閉店損失引当金 

店舗の閉店による損失に備えるた

め、中途解約違約金など閉店により発

生する損失のうち、合理的に見込まれ

る金額を計上しております。 

(3)    ―――――――――― 

   

 

 

 

(3)    ―――――――――― 

 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当中間会計期間末要

支給額を計上しております。 

(会計方針の変更） 

役員退職慰労金については、従来、

支出時の費用として処理しておりまし

たが、役員退職慰労金に係る規程の改

定および役員の年齢構成・在任期間の

状況から、役員退職慰労金の金額に重

要性が増してきたことと、近年、引当

計上が慣行として定着してきたことに

鑑み、期間損益の適正化と財務内容の

健全化を図るため、当中間会計期間よ

り内規に基づく中間会計期間末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更いたしました。 

なお、過年度分125,350千円について

は、当中間会計期間の特別損失に一括

して計上しております。 

この変更により、従来の方法に比べ

て、営業利益及び経常利益はそれぞれ

4,540千円減少し、税引前中間純利益は

129,890千円減少しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当中間会計期間末要

支給額を計上しております。 

―――――――――― 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。 

(会計方針の変更） 

     役員退職慰労金については、従来、

支出時の費用として処理しておりまし

たが、役員退職慰労金に係る規程の改

定および役員の年齢構成・在任期間の

状況から、役員退職慰労金の金額に重

要性が増してきたことと、近年、引当

計上が慣行として定着してきたことに

鑑み、期間損益の適正化と財務内容の

健全化を図るため、当事業年度から内

規に基づく期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変更い

たしました。 

    なお、過年度分 125,350 千円につい

ては、当事業年度の特別損失に一括し

て計上しております。 

この変更により、従来の方法に比べ

て、営業利益及び経常利益はそれぞれ

9,100 千円減少し、税引前当期純利益は

134,450 千円減少しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日) 
５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

 

 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金支払利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：同左 

(3) ヘッジ方針 

金利変動リスクを対象債務の範囲内

でヘッジしております。 

(3)  ヘッジ方針 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理を採用している金利スワッ

プについては、有効性が明らかである

ため有効性評価は省略しております。 

(4)  ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

      

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金

の範囲 

同左 

 

 

８ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の処理は、税

抜方式によっております。 

８ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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(6)中間財務諸表に関する注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,680,367千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,862,853千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,807,157千円
 

※２ 担保に供されている資産及びこれに対

応する債務 

(1) 担保に供されている資産 

現金及び預金（定期預金） 1,000千円

建物 488,325千円 

土地 390,629千円 

投資有価証券 6,070千円 

差入保証金 143,481千円 

計 1,029,507千円 
 

※２ 担保に供されている資産及びこれに対

応する債務 

(1) 担保に供されている資産 

現金及び預金（定期預金） 1,002千円

建物 448,183千円

土地 390,629千円

投資有価証券 4,305千円

差入保証金 132,643千円

計 976,763千円
 

※２ 担保に供されている資産及びこれに対

応する債務 

(1) 担保に供されている資産 

現金及び預金（定期預金） 1,001千円

建物 467,977千円

土地 390,629千円

投資有価証券 5,700千円

差入保証金 138,070千円

計 1,003,379千円
 

(2) 上記に対応する債務 

１年以内返済予定の長 

期借入金・長期借入金 
1,564,153千円

計 1,564,153千円
 

(2) 上記に対応する債務 

１年以内返済予定の長

期借入金・長期借入金
1,455,742千円

計 1,455,742千円
 

(2) 上記に対応する債務 

１年以内返済予定の長

期借入金・長期借入金 
1,557,443千円

計 1,557,443千円
 

※３ 財務制限条項 

シンジケートローン契約に基づく長

期借入金440,000千円（１年以内返済予

定含む）について、以下の財務制限条

項が付されております。 

(1) 各決算期の末日における純資産の部の

金額が、直前の決算期の末日における

貸借対照表の純資産の部の金額又は平

成16年６月期の末日における貸借対照

表の純資産の部の金額のいずれか大き

い方の80％を下回らないこと。 

(2) 各決算期の末日における損益計算書の

経常損益につき、２期連続して損失と

しないこと。 

(3) 各決算期の末日におけるレバレッジ倍

率が８倍を超えないこと。 

なお、レバレッジ倍率は、各決算期

の末日における有利子負債残高から現

金預金残高を控除した金額を、営業利

益に減価償却費を加えた金額で除して

算出する数値であります。 

※３ 財務制限条項 

    シンジケートローン契約に基づく長

期借入金360,000千円（１年以内返済予

定含む）について、以下の財務制限条

項が付されております。 

(1) 各決算期の末日における純資産の部の

金額が、直前の決算期の末日における

貸借対照表の純資産の部の金額又は平

成16年６月期の末日における貸借対照

表の純資産の部の金額のいずれか大き

い方の80％を下回らないこと。 

(2) 各決算期の末日における損益計算書の

経常損益につき、２期連続して損失と

しないこと。 

(3) 各決算期の末日におけるレバレッジ倍

率が８倍を超えないこと。 

なお、レバレッジ倍率は、各決算期

の末日における有利子負債残高から現

金預金残高を控除した金額を、営業利

益に減価償却費を加えた金額で除して

算出する数値であります。 

※３ 財務制限条項 

    シンジケートローン契約に基づく長

期借入金400,000千円（１年以内返済予

定含む）について、以下の財務制限条

項が付されております。 

(1) 各決算期の末日における純資産の部の

金額が、直前の決算期の末日における

貸借対照表の純資産の部の金額又は平

成16年６月期の末日における貸借対照

表の純資産の部の金額のいずれか大き

い方の80％を下回らないこと。 

(2) 各決算期の末日における損益計算書の

経常損益につき、２期連続して損失と

しないこと。 

(3) 各決算期の末日におけるレバレッジ倍

率が８倍を超えないこと。 

なお、レバレッジ倍率は、各決算期

の末日における有利子負債残高から現

金預金残高を控除した金額を、営業利

益に減価償却費を加えた金額で除して

算出する数値であります。 
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前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

４ 偶発債務 

  債務保証 

下記フランチャイジーについてワルツ株

式会社からの仕入債務の一部に対し、債務

保証を行っております。 

株式会社サンフジフーズ 20,672千円 

豊田産業株式会社 12,000千円 

株式会社デーリーカフェ＆フ

ーズ 

10,907千円 

株式会社汐騒フーズ 10,829千円 

サンフード株式会社 9,335千円 

有限会社磯太郎フーズ 7,886千円 

日映株式会社 7,817千円 

ホコタ株式会社 6,766千円 

株式会社タイエイ 6,706千円 

株式会社呉竹荘 4,000千円 

高橋自動車販売株式会社 4,000千円 

有限会社サトー 4,000千円 

市川共立運送株式会社 3,099千円 

株式会社MYコミュニケーショ

ンズ 

3,037千円 

株式会社元廣 3,000千円 

東伸繊維株式会社 2,842千円 

株式会社エスビジョンエンタ

ープライズ 
2,749千円 

株式会社メイフーズ 2,000千円 

有限会社サンコーポレーショ

ン 
2,000千円 

株式会社Ｒ’sダイニング 1,801千円 

株式会社ホットフーズ 1,601千円 

メヒコ企画株式会社 977千円 

株式会社イデアル・アトレ 812千円 

計 128,844千円 
 

４ 偶発債務 

  債務保証 

下記フランチャイジーについてワルツ株

式会社からの仕入債務の一部に対し、債務

保証を行っております。 

株式会社サンフジフーズ 20,472千円

サンフード株式会社 13,574千円

株式会社汐騒フーズ 11,970千円

豊田産業株式会社 11,776千円

株式会社デーリーカフェ＆フ

ーズ 

11,573千円

ホコタ株式会社 8,105千円

日映株式会社 8,000千円

有限会社磯太郎フーズ 8,000千円

株式会社元廣 7,000千円

高橋自動車販売株式会社 4,000千円

有限会社サトー 4,000千円

株式会社呉竹荘 4,000千円

株式会社タイエイ 2,964千円

株式会社MYコミュニケーショ

ンズ 

2,799千円

株式会社ホットフーズ 2,741千円

株式会社エスビジョンエンタ

ープライズ 

2,685千円

有限会社おりじん 2,567千円

有限会社サンコーポレーショ

ン 

2,000千円

株式会社Ｒ’ｓダイニング 2,000千円

株式会社メイフーズ 2,000千円

株式会社アイビス 2,000千円

株式会社日商 1,511千円

株式会社アクロス 1,354千円

株式会社サンシップ 791千円

中信興業株式会社 709千円

メヒコ企画株式会社 652千円

計 139,252千円
 

４ 偶発債務 

  債務保証 

下記フランチャイジーについてワルツ株

式会社からの仕入債務の一部に対し、債務

保証を行っております。 

株式会社サンフジフーズ 19,188千円

株式会社汐騒フーズ 11,544千円

豊田産業株式会社 11,151千円

株式会社デーリーカフェ＆フ

ーズ 

10,621千円

サンフード株式会社 9,095千円

ホコタ株式会社 8,481千円

有限会社磯太郎フーズ 8,000千円

日映株式会社 6,774千円

株式会社タイエイ 6,144千円

株式会社呉竹荘 4,000千円

有限会社おりじん 4,000千円

有限会社サトー 3,873千円

高橋自動車販売株式会社 3,809千円

市川共立運送株式会社 3,262千円

株式会社元廣 3,000千円

株式会社サンシップ 2,536千円

株式会社MYコミュニケーショ

ンズ 

2,208千円

株式会社アクロス 2,124千円

株式会社メイフーズ 2,000千円

有限会社サンコーポレーショ

ン 

1,978千円

株式会社エスビジョンエンタ

ープライズ 
1,867千円

株式会社ホットフーズ 1,614千円

株式会社Ｒ’ｓダイニング 1,543千円

中信興業株式会社 985千円

メヒコ企画株式会社 476千円

計 130,281千円
 

また、上記のほか下記のフランチャイジ

ーの事業用定期借地権に対し、債務保証を

行っております。 

有限会社サトー （月額賃料）1,000千円 

計        1,000千円

なお、この事業用定期借地契約の残余期間

は17年２ヶ月であります。 

また、上記のほか下記のフランチャイジ

ーの事業用定期借地権に対し、債務保証を

行っております。 

有限会社サトー (月額賃料）1,000千円

計             1,000千円

なお、この事業用定期借地契約の残余期間

は16年２ヶ月であります。 

また、上記のほか下記のフランチャイジ

ーの事業用定期借地権に対し、債務保証を

行っております。 

有限会社サトー （月額賃料）1,000千円

計 1,000千円

なお、この事業用定期借地契約の残余期間

は16年８ヶ月であります。 

※５ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表示

しております。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５    ―――――――― 
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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７月１日 
  至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息         7,004千円 

賃貸収入         10,600千円 

協賛金収入         15,192千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息           6,590千円 

賃貸収入           10,504千円 

協賛金収入         17,358千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息         13,817千円 

賃貸収入         21,100千円 

協賛金収入          28,405千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         43,749千円 

賃貸原価          9,235千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息          44,557千円 

賃貸原価           9,235千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息          88,097千円 

賃貸原価          18,471千円 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損         18,727千円 

閉店損失引当金繰入額   68,311千円 

過年度役員退職慰労引当金繰入額       

125,350千円 

※３    ―――――――― 

 

※３ 特別損失の主要項目 

店舗閉店損失         68,246千円 

過年度役員退職慰労引当金繰入額  

        125,350千円 

４   減価償却実施額 

有形固定資産       113,213千円 

無形固定資産         1,232千円 

４   減価償却実施額 

有形固定資産        150,740千円 

無形固定資産        5,405千円 

４  減価償却実施額 

有形固定資産         251,165千円 

無形固定資産        3,125千円 

 

 

 

 

（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７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

発行済株式 
普通株式（株） 

 
257,300 

 
― 

 
― 

 
257,300 

 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末
当中間会計期間

増加 

当中間会計期間

減少 

当中間会計 

期間末 

当中間会計 

期間末残高 

（千円） 

平成12年新株引受権 普通株式 84,000 ― ― 84,000 420

平成13年新株引受権 普通株式 17,000 ― ― 17,000 510

平成17年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権 
普通株式 8,400 ― 900 7,500 ―

合計 ― 109,400 ― 900 108,500 930

(注) １．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．平成12年新株引受権及び平成13年新株引受権は旧商法に基づき発行した新株引受権付社債に関するものであります。 

３．平成17年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は、付与対象者の退職により失効したものであります。 

４．平成17年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱物語コーポレーション（3097）  平成20年６月期中間決算短信（非連結） 

 - 25 -

当中間会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

発行済株式 
普通株式（株） 

 
273,700 

 
799,400 

 
― 

 
1,073,100 

（注）普通株式の当中間会計期間増加799,400株は、平成19年９月10日実施の新株引受権の行使による増加84,000株、 

平成19年９月13日に普通株式１株を３株に分割したことによる増加715,400株であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末
当中間会計期間

増加 

当中間会計期間

減少 

当中間 

会計期間末 

当中間会計 

期間末残高 

（千円） 

平成12年新株引受権 普通株式 84,000 ― 84,000 ― ―

平成13年新株引受権 普通株式 17,000 34,000 ― 51,000 510

平成17年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権 
普通株式 7,500 13,800 600 20,700 ―

合計 ― 108,500 47,800 84,600 71,700 510

(注) １．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．平成12年新株引受権及び平成13年新株引受権は旧商法に基づき発行した新株引受権付社債に関するものであります。 

３．平成13年新株引受権及び平成17年ストック・オプションとしての新株予約権の増加は、平成19年９月13日に普通株式１株を３

株に分割したことによるものであります。 

４．平成12年新株引受権の減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

５．平成17年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は、付与対象者の退職により失効したものであります。 

 

３．配当に関する事項 

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９月 27 日 
定時株主総会 

普通株式 13,685 50 平成 19 年６月 30 日 平成 19 年９月 28 日
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前事業年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 前事業年度末 

株式数 
当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

発行済株式 
普通株式（株） 

 
257,300 16,400 ― 273,700

(注)普通株式の当事業年度増加 16,400 株は、平成 19 年６月８日実施の第三者割当増資によるものであります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末 

当事業年度末 

残高 

（千円） 

平成12年新株引受権 普通株式 84,000 ― ― 84,000 420

平成13年新株引受権 普通株式 17,000 ― ― 17,000 510

平成17年ストック・オプショ

ンとしての新株予約権 
普通株式 8,400 ― 900 7,500 ―

合計 ― 109,400 ― 900 108,500 930

(注) １．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．平成12年新株引受権及び平成13年新株引受権は旧商法に基づき発行した新株引受権付社債に関するものであります。 

３．平成17年ストック・オプションとしての新株予約権の減少は、付与対象者の退職により失効したものであります。 

４．平成17年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
 

３．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(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 

平成19年９月27日 
定時株主総会 

普通株式 13,685 利益剰余金 50 平成19年６月30日 平成19年９月28日

 

 

 

 

 

（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７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６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  
現金及び預金        1,000,052千円 

預入期間３か月超の定期 

預金           △90,500千円 

現金及び現金同等物      909,551千円 

※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  
現金及び預金        1,127,041千円

預入期間３か月超の定期 

預金           △132,005千円

現金及び現金同等物      995,036千円

※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             
現金及び預金       1,146,801千円

預入期間３か月超の定期 

預金              △42,004千円

現金及び現金同等物    1,104,797千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

(借主側) 

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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(借主側) 

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、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

  (借主側) 

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、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

(注) 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及び無形

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。 

 

 

車両運

搬具 

(千円) 

工具器具 

及び備品 

(千円) 

ソフト

ウェア

(千円）

合計 

(千円) 

取得価額 

相当額 
8,964 154,706 37,407 201,077 

減価償却累

計額相当額 
2,189 61,026 14,758 77,974 

減損損失累

計額相当額 
－  2,730 －  2,730 

中間期末残

高相当額 
6,774 90,949 22,648 120,373 

同左 

 

 

車両運

搬具 

(千円)

工具器具

及び備品

(千円) 

ソフト

ウェア

(千円）

合計

(千円)

取得価額 

相当額 
12,804 154,068 37,407 204,279

減価償却累

計額相当額
4,003 77,510 22,240 103,753

減損損失累

計額相当額
－  963 － 963

中間期末残

高相当額 
8,800 75,594 15,166 99,562

(注) 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及び無形固定

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。 

 

 

車両運

搬具 

(千円) 

工具器具 

及び備品 

(千円) 

ソフト

ウェア

(千円)

合計

(千円)

取得価額 

相当額 
8,964 149,126 37,407 195,497

減価償却累

計額相当額 
2,936 69,868 18,499 91,303

減損損失累

計額相当額 
－ 963 － 963

期末残高 

相当額 
6,027 78,295 18,907 103,230

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 34,567千円

１年超  86,656千円 

合計 121,224千円

リース資産減損勘定中間期末残高 850千円

(注) 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

形固定資産及び無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。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 37,363千円

１年超  62,766千円

合計 100,130千円

リース資産減損勘定中間期末残高 568千円

同左 

 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 34,133千円

１年超 69,760千円

合計 103,893千円

リース資産減損勘定期末残高 663千円

(注) 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

産及び無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、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額 

支払リース料 17,480千円 

リース資産減損勘定の取崩額 652千円 

減価償却費相当額 16,827千円 
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額 

支払リース料 20,379千円

リース資産減損勘定の取崩額 94千円

減価償却費相当額 20,284千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額      

支払リース料 34,810千円

リース資産減損勘定の取崩額 840千円

減価償却費相当額 33,969千円
 

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 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 118,858千円

１年超 1,080,843千円

合計 1,199,702千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 113,405千円

１年超 982,112千円

合計 1,095,518千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 116,682千円

１年超 1,029,081千円

合計 1,145,764千円
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額(千

円) 
差額(千円) 

株式 3,303 7,512 4,208

計 3,303 7,512 4,208

（注） 減損処理に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合にはすべて減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性の検討をして減損処理を行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 

 割引金融債 1,999

(2) その他有価証券 

 非上場株式 4,500

 

 

当中間会計期間末（平成19年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額(千

円) 
差額(千円) 

株式 3,303 5,329 2,026

計 3,303 5,329 2,026

（注） 減損処理に当たっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合にはすべて減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性の検討をして減損処理を行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

 非上場株式 4,500
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前事業年度末（平成19年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

株式 3,303 7,044 3,741

計 3,303 7,044 3,741

（注） 減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30％

～50％程度下落した場合には、回復可能性の検討をして減損処理を行うこととしております。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 4,500

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日) 

当社のデリバティブ取引は、ヘッジ会計が適用されている金利スワップ取引のみであり、すべて特例処理を

しているため、記載事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日) 

当社のデリバティブ取引は、ヘッジ会計が適用されている金利スワップ取引のみであり、すべて特例処理を

しているため、記載事項はありません。 

   

前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

当社のデリバティブ取引は、ヘッジ会計が適用されている金利スワップ取引のみであり、すべて特例処理を

しているため、記載事項はありません。 

 

 

  

（持分法損益等） 

前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日) 

関連会社が存在しないため、該当事項

はありません。 

関連会社が存在しないため、該当事項

はありません。 

関連会社が存在しないため、該当事項

はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12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７月１日 至 平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

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 

(注) 株式数に換算して記載しております。 

 

 

 

（企業結合等） 

前中間会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年12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７月１日 至 平成19年12月31日) 

該当事項はありません。 

   

前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ３名、当社従業員 32名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 7,500株 

付与日 平成18年４月10日 

権利確定条件 付与日（平成18年４月10日）以降、権利確定日（平成19年10月１日）まで継続して

勤務していること。 

対象勤務期間 １年６ヶ月（自 平成18年４月10日 至 平成19年10月１日） 

権利の行使期間 権利確定後４年以内（自 平成19年10月１日 至 平成23年９月30日） 

権利行使価格（円） 5,600 

付与日における公正な評価単価（円） ― 
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（１株当たり情報） 

 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 
(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

純資産の部の合計額 (千円) 293,274 733,096 531,830 

純資産の部の合計から控除する金額 (千円) 930 510 930 

 (うち新株予約権) (930)     (510) (930)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
(千円) 

292,344 732,586 530,900 

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) 

257,300 1,073,100 273,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

 
１株当たり純資産額 1,136円20銭

 
１株当たり純資産額 682円68銭

 
１株当たり純資産額 1,939円71銭

 
１株当たり中間純損失 39円18銭

 
１株当たり中間純利益 178円95銭

 
１株当たり当期純利益 422円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権及び新株引受

権付社債の新株引受権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できず、また、１株当たり中間純

損失であるため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権及び新株引受

権付社債の新株引受権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、新株予約権及び新株引受

権付社債の新株引受権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できないため記載しておりませ

ん。 

 当社は平成19年９月13日付で普通株式

１株につき３株の株式分割を行っており

ます。 

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、それぞれ以下のとおりとなります。
 
前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 

378円73銭

１株当たり中間純損失 

13円06銭

なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権及

び新株引受権の残高はあ

りますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株

価が把握できず、また、

１株当たり中間純損失で

あるため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 

646円57銭

１株当たり当期純利益 

140円71銭

 なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益に

ついては、新株予約権及

び新株引受権の残高はあ

りますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株

価が把握できないため記

載しておりません。 
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２．１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日
 至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日
 至 平成19年６月30日)

中間損益計算書(損益計算書)上の中間

(当期)純利益又は中間純損失(△) 

(千円) 

△10,082 174,632 109,051 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益又は

中間純損失(△)(千円) 
△10,082 174,632 109,051

普通株式の期中平均株式数(株) 257,300 975,860 258,333

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

定に含まれなかった潜在株式の概要 

第１回新株引受権付社債

(平成12年５月11日発行)

に伴う新株予約権 

普通株式   84,000株 

 

第２回新株引受権付社債

(平成13年３月22日発行)

に伴う新株予約権 

普通株式   51,000株 

 

第１回新株引受権付社債

(平成12年５月11日発行)

に伴う新株予約権 

普通株式   84,000株 

 

 

第２回新株引受権付社債

(平成13年３月22日発行)

に伴う新株予約権 

普通株式   17,000株 

 

第２回新株引受権付社債

(平成13年３月22日発行)

に伴う新株予約権 

普通株式   17,000株 

 

 

平成17年９月27日定時株

主総会決議ストック・オ

プションに伴う新株予約

権 

普通株式    7,500株 

平成17年９月27日定時株

主総会決議ストック・オ

プションに伴う新株予約

権 

普通株式    20,700株 

平成17年９月27日定時株

主総会決議ストック・オ

プションに伴う新株予約

権 

普通株式    7,500株 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ 第三者割当増資 

平成19年５月９日開催の臨時株主総会に

おいて第三者割当による新株式の発行が承

認され、平成19年６月８日付で実施いたし

ました。 

新株式発行の概要 

(1) 発行新株式数 普通株式   16,400株 

(2) 発行価額   １株につき  金 7,300円 

(3) 発行価額の総額     119,720千円 

(4) 資本組入額 １株につき  金 3,650円 

(5) 資本組入額の総額     59,860千円 

(6) 払込期日      平成19年６月８日 

(7) 資金の使途      運転資金に充当 

 

 

１ 公募増資 

当社は、平成20年３月26日に株式会社ジャ

スダック証券取引所に上場いたしました。上

場に際して平成20年２月21日及び平成20年

３月５日の取締役会において、公募増資（ブ

ックビルディング方式）による新株式の発行

が決議され、下記の条件で平成20年３月25

日に払込みが完了いたしました。 

  (1)  募集方法  

     一般募集(ブックビルディング方式)

による募集  

(2)  発行新株式数 

普通株式        132,000株

(3)  発行価格 

    １株につき         2,000円

    一般募集はこの価格にて行いました。

(4)  引受価額 

    １株につき        1,840円

   引受価額は当社が引受人より１株当た

りの新株払込金として受け取った金額

であります。 

       なお、発行価格と引受価額との差額

は、引受人の手取金となります。 

(5)  発行価額 

１株につき         1,615円

(6)  資本組入額 

     １株につき            920円

(7)  発行価額の総額    213,180,000円

(8)  払込金額の総額    242,880,000円

(9)  資本組入額の総額   121,440,000円

(10) 払込期日     平成20年３月25日

(11) 資金の使途  

直営店の新規出店及び改装費用など

設備資金に充当します。 

    

 

 

 

 

 

 

１ 新株引受権の行使 

   平成19年９月10日付で第１回無担保新株

引受権付社債に係る新株引受権の行使によ

り、株式数等が次のとおり増加いたしまし

た。 

 (1) 株式の種類及び数 普通株式  84,000株

(2) 資本金           21,000千円

(3) 資本準備金         21,420千円

 

２ 株式の分割 

  平成19年８月27日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株主分割による新

株式を発行いたしました。 

  平成19年９月13日付をもって普通株式１

株につき３株に分割しております。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式       715,400株 

(2) 分割方法 

平成19年９月12日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主

の所有株式数を、１株につき３株の割合

をもって分割しております。 

          

   当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株当たり情

報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 
 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

392円59銭 

１株当たり当期21純

損失 

104円22銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、新

株予約権及び新株引

受権の残高はありま

すが、当社株式は非

上場であり、期中平

均株価が把握でき

ず、また、１株当た

り当期純損失である

ため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 

646円57銭

１株当たり当期純利

益 

140円71銭

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、新

株予約権及び新株引

受権の残高はありま

すが、当社株式は非

上場であり、期中平

均株価が把握できな

いため記載しており

ません。 
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