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１．平成20年６月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 6,797 3.0 530 △18.4 539 △19.3 296 △22.3

19年６月中間期 6,597 13.2 650 5.2 668 16.9 381 15.7

19年12月期 14,147 － 1,994 － 2,028 － 1,142 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 30 73 － －

19年６月中間期 39 55 39 54

19年12月期 118 55 118 54

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 10,736 7,260 67.6 753 50

19年６月中間期 10,029 6,941 69.2 720 32

19年12月期 10,344 7,367 71.2 764 59

（参考）自己資本 20年６月中間期 7,260百万円 19年６月中間期 6,941百万円 19年12月期 7,367百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月中間期 766 △504 △384 2,062

19年６月中間期 287 △1,008 △299 1,528

19年12月期 1,785 △1,538 △611 2,185

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 30 00 40 00 70 00

20年12月期 30 00 －

20年12月期（予想） － 30 00 60 00

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12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 15,400 8.9 2,040 2.3 2,070 2.0 1,165 2.0 120 90
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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　　　　　　　　有

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

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 9,644,554株 19年６月中間期 9,644,554株 19年12月期 9,644,554株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 8,524株 19年６月中間期 8,024株 19年12月期 8,524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、28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

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異

なる結果となる可能性があります。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、３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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　（当中間期の経営成績）

  当中間会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場混乱の長期化や、原

油をはじめとする原材料価格の高騰が、企業収益や個人消費に影響を及ぼし、先行きへの不透明感が残る状況で推移

いたしました。

　このような状況の下で、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のテーマであります

“We make people happy.” 「アイスクリームを通じて人々に幸せを。」をスローガンに消費者の嗜好に対応した新

しく魅力のある商品を提供し、業績の向上に取り組んでまいりました。

　今年度も様々なマーケティング施策を実施いたしました。

　今年はサーティワンアイスクリームが日本に上陸して35周年目となります。そこで今までのお客様のご愛顧に感謝

して、ゴールデンウィークの4月26日から5月6日までの11日間、ダブルのコーン・カップを31％割引してご提供する

「35周年感謝　ダブルコーン・ダブルカップ31％OFF」キャンペーンを実施し、この期間中にはテレビコマーシャルで

強力に告知いたしました。

　さらにレギュラー・スモールのいずれのサイズに関わらず、ダブルコーン又はカップをお買い上げのお客様全員に

1スクープをプレゼントする「チャレンジ・ザ・トリプル　キャンペーン」を例年同様実施いたしました。この期間に

もテレビコマーシャルで「チャレンジ・ザ・トリプル」を大々的に告知いたしました。

　5月9日の「アイスクリームの日」には、全国約860店舗で夕方の2時間、ユニセフの募金をしてくださったお客様全

員にレギュラーシングルコーンを1つプレゼントする「フリースクープナイト」を実施し、全国で73万7千人ものお客

様にご参加頂きました。

　店舗開発の状況といたしましては、新しい店舗を50店開設するとともに、既設店舗の改装を25店実施いたしました。

その結果、当中間会計期間末の店舗数は900店となりました。

　製品開発の面では、ニューフレーバーを毎月登場させたほか、フローズンフロート、サンデー、クレープにおいて

13種類の新製品を発表し拡販を図りました。

　以上の結果、売上高は67億97百万円（前年同期比3.0%増）となりました。

　売上原価は27億18百万円（前年同期比8.9%増）、売上原価率は40.0%（前年同期比2.2%増）となりました。これは主

として原材料価格の高騰にともなう増加によるものであります。

　販売費及び一般管理費は、店舗数の増加による販売促進費の増加や、人員の増加による人件費の増加がありました

が、物流コスト等の削減に努め35億47百万円と前年同期比96百万円増（2.8％増）に抑えることができました。その結

果、営業利益5億30百万円（前年同期比18.4%減）、経常利益5億39百万円（前年同期比19.3%減）、中間純利益2億96百

万円（前年同期比22.3%減）となりました。

 

　（通期の見通し）

　当中間会計期間の業績は、前会計年度の決算短信で発表いたしました業績予想を若干下回りましたが、アイスクリー

ム販売の最盛期である夏には、7月から8月にかけて「チャレンジ・ザ・トリプル」、「真夏の雪だるま大作戦」キャ

ンペーンを実施し、猛暑にも助けられ予想を上回る売上となっております。さらに、秋から冬には「ハロウィーン」

や「クリスマス」キャンペーンを実施し、売上の促進を図ってまいります。

　また、店舗開発面でも当会計期間末には予想の942店を達成できる見通しであります。 

　そこで、通期の見通しにつきましては当初の予想通り売上高154億円、営業利益20億40百万円、経常利益20億70百万

円、当期純利益11億65百万円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 

  当中間会計期間末の資産残高は107億36百万円となり、前事業年度末に比べ3億92百万円増加いたしました。これは

主にフランチャイジー店の店舗数増加（前事業年度末876店、当中間期末893店）による売掛金の増加（95百万円）、

たな卸資産の増加（1億39百万円）、賃貸店舗用設備の増加（67百万円）と敷金及び保証金の増加（77百万円）、およ

び有形固定資産等への投資により現金及び預金が減少（1億22百万円）したことによるものであります。

　負債残高については、34億76百万円となり、前事業年度末に比べ4億99百万円の増加となりました。これは主にテレ

ビコマーシャルの制作費等の発生による未払金の増加（4億48百万円）、および法人税等の納付による未払法人税等の

減少（1億77百万円）があったためであります。

　純資産残高につては72億60百万円となり、前事業年度末に比べ1億6百万円の減少となりました。これは主に当期純

利益の増加（2億96百万円）と、配当金の支払による減少（3億85百万円）により、繰越利益剰余金が89百万円の減少

となったためであります。
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② 当期のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物は、1億22百万円減少し、当中間会計期間末残高は20億62百万円となり

ました。

　営業活動から得られた資金は、7億66百万円となりました。これは主に税引前中間純利益が5億25百万円、減価償却

費が3億84百万円と未払金の増加額が4億22百万円あったほか、たな卸資産の増加額が1億39百万円と法人税等の支払額

が4億13百万円あったためであります。

　投資活動に使用した資金は5億4百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2億22百万、長期

前払費用の取得による支出が1億29百万円と敷金及び保証金の預入れによる支出が99百万円あったためであります。

　財務活動に使用した資金は3億84百万円となりました。これは配当金の支払によるものであります。

 

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主への利益還元を重視し、安定した配当政策を実行して行きたいと考えております。

　当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

また、内部留保金につきましては、フランチャイズ店の店舗用設備の購入資金として活用してまいります。

　このような基本方針に基づき、変化の激しい経済情勢や業績などを考慮し、株主各位のご期待に沿うよう努めてま

いります。

　なお、中間配当につきましては、当中間会計期間の業績が前会計年度の決算短信で発表いたしました業績予想を若

干下回りましたが、年間配当政策として配当性向50％をひとつの基準と考えておりますので、1株当たり30円を実施す

る予定であります。

 

(4）事業等のリスク

① 製品の安全性について

　当社では、安全・安心を第一としたより良い商品を通して、お客様に常に満足と感動を感じていただけるアイスク

リーム専門店チェーンの本部を目指しており、HACCP（危害分析重要管理点）を忠実に実行し、品質管理体制を強化し

ております。しかし、予見不可能な原因により製品の安全性に疑義が生じ、製品回収や製造物責任賠償が生じた場合

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 為替動向に関するリスク

　当社では、輸入原材料を原料全体の30％程度使用しており、一部デリバティブ取引によるヘッジ等を行い為替の安

定に努めておりますが、為替が急激に円安に振れるような事態が発生した場合は、輸入原材料の高騰が考えられ、そ

の結果、売上原価が悪化し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③ 異常気象の発生

　当社は事業の特性上、売上が天候に左右される傾向にあります。従いまして冷夏等の異常気象が発生した場合、当

社の業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社は関係会社（その他の関係会社）であるバスキン・ロビンス・フランチャイズド　ショップス　エルエルシーと

「ライセンス及び技術援助契約」を締結しており、日本国内におけるアイスクリーム類の製造・販売並びにフランチャ

イズ方式によるアイスクリーム販売の組織化及び運営に関するノウハウの提供を受けております。それに対し、当社は

売上高の一定率の金額をロイヤルティとして同社に支払っております。また、当社はバスキン・ロビンス・フランチャ

イズド　ショップス　エルエルシーと台湾国内における「テスト販売契約」を締結し、台湾において店舗を開発する排

他的権利の提供を受けております。

　また、当社は関係会社（その他の関係会社）である㈱不二家との間に、バスキン・ロビンス３１アイスクリーム小売

店の運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他の

フランチャイズと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売

上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。さらに、同社より一部直営店舗の賃借をしております。

　また、当社は関係会社である㈱不二家の子会社（関連当事者）である不二家乳業㈱から原料を購入し、不二家テクノ

㈱へ店舗用図面の設計を委託し、㈱不二家フードサービスとの間に、バスキン・ロビンス３１アイスクリーム小売店の

運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他のフラ

ンチャイジーと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売上

高」の一定率をロイヤルティとして受取っております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、昭和48年設立以来、高品質で楽しく夢のあるアメリカンタイプのアイスクリームを紹介し、市場のパイオニ

アとして今日のアイスクリームブームを創出してまいりました。

　世界40カ国以上、5,800店にも及ぶサーティワンアイスクリームのネットワークの中で、当社はアメリカに次ぐ重要

な市場として、北海道から沖縄まで、全国に900店以上もの店舗展開をする日本最大規模のアイスクリーム専門店チェー

ンを築くに至っております。このような成長を遂げることができたのは、サーティワンアイスクリームファミリーの

モットーがお客様の支持を得られたからだと考えております。それは、“We make people happy.”アイスクリームを

通じてお客様に幸せをお届けするということです。高品質で豊かなフレーバーのラインナップに加え、たゆまざる新製

品開発の努力、そしてチェーン店における“おもてなしの心（ホスピタリティ）”の実践にほかなりません。

　以上により、社会・株主・フランチャイズ・社員の信頼と期待に応え共栄をはかることを経営の基本方針といたして

おります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社の目標とする経営指標としては、収益性の向上に重点をおき、売上営業利益率の向上（目標値13％）を掲げてお

ります。さらに株主重視の観点から「1株当たり当期純利益」についても重要な指標ととらえております。

 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、経営の基本方針でご案内いたしました“We make people happy.”のモットーを今後も実践すべく、ひとり

でも多くのお客様に幸せをお届けすることができるよう2010年までの中期経営計画“Project Exceed 2010”を今年発

表し、新規出店の促進、既存店舗の改装推進及び更なる店舗オペレーションの向上に努め、市場における存続と拡張を

図っております。

　また、そのために生産体制・物流体制の効率化、本部のシステム体制などこれに対応すべく様々な投資も適切に実施

してまいります。

　一方、サーティワンアイスクリームの強みでもあるユニークで話題性のあるアイスクリームフレーバーを毎月日本市

場に投入し紹介していくとともに、季節感のあるサンデーやクレープ商品の投入、バラエティ豊かなお持ち帰り商品や

工場一環生産型のアイスクリームのラインナップ強化、各種オケージョン商品の投入など様々なお客様のニーズに応え

てまいります。

　更に、サーティワンアイスクリームならではの全国店頭プロモーションを実施し、お客様にこれまでにない楽しさや

新鮮な驚きを体験していただく“マジカルモーメント”すなわち“魅惑的な瞬間”を提供し続け、存在感をアピールし

てまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  今後の見通しにつきましては、原油価格や米国景気の動向などにおいて不安定要素も多く、個人消費についても食料

品や石油関連製品の値上げ、社会保障費の負担増、各種税負担の増加などにより、先行き不透明な状況であり、経営環

境は依然厳しい状況が続くものと予想されます。

こうした中、当社を取り巻く環境上の課題と致しまして、以下の点を認識致しております。

  ① 製造コストや物流費の上昇に影響を及ぼすものとして、乳原料・資材の高騰やエネルギー価格の高騰。

  ② 製品のフランチャイジー店舗への安定供給に影響を及ぼすものとして、自然災害による製造設備への損害の可能

性。

　③ 店舗売上に影響を及ぼすものとして、サブ・プライムローン問題に端を発する先行き不透明感からの消費者心理

への影響、少子高齢化や人口減少問題、ファーストフード各社との競合激化。

これに対処する施策と致しましては、中期経営戦略の一環として以下の点を掲げております。

  ① 生産イノベーションによる原価低減の研究を推進する。

フランチャイジー店舗への配送の効率化、省人化を推進する。

  ② 緊急時の製品供給体制の研究をすすめ、体制を構築する。海外グループ企業との協力により緊急時の輸入体制構

築可能性の研究、また、国内ＯＥＭ提供の可能性等の研究を行う。

富士小山工場の建物、設備実態調査を現在実施中につき、その結果を検討し耐震補強を実施する。

  ③ 新しいフレーバーの投入、新商品の開発、既存キャンペーンの強化、ＴＶＣＭやＰＲ活動の一層の強化などマー

ケティング全般の高度化を図る。

　以上を実施することにより、お客様を魅了するオンリーワンのプロモーションを軸としたマーケティングを展開する
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と同時に、工場及び店舗オペレーションの向上を徹底し、安全安心かつ美味しく楽しい商品を提供することにより、売

上目標、利益目標の達成に取り組み、業績の向上に邁進していく所存であります。

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当期における内部牽制組織としては、社長直轄の組織である監査室が債権管理を中心とした業務活動が法令や社内規

程等に基づき適切におこなわれているかをチェックし、改善に向けた指導を行っております。

　管理部門の配置につきましては、本社に管理本部（経営企画室・総務部・経理部・情報システム室）を設置し、情報

開示、稟議制度の運用、社内規程の整備、予算管理、人事管理、情報システム構築等の業務を行なっており、全社にわ

たる内部管理を実施しております。

　社内規程につきましては、関係法令の改正等に対応し、随時諸規程の整備を行っております。

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年における実施状況

　当期においては、常勤役員、執行役員、各担当部長で構成される部長会議を毎月実施し、月次の業務報告、経営方針

の確認、問題点の把握等あらゆる面において情報を共有化することに努めてまいりました。

また、当期6月1日付けで、これまで富士小山工場内に設置の品質管理部門を増員し社長直轄の品質保証室とし、工場で

行っていた従来の品質管理業務に加えて、店舗における食材の衛生管理を含めた総合的な衛生管理体制の支援強化を図

りました。
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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19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年12月31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 1,528,865 2,062,678 2,185,140

２．受取手形 1,118 4,995 －

３．売掛金 2,279,098 2,243,578 2,147,829

４．たな卸資産 899,187 982,374 842,889

５．その他 430,771 430,640 292,106

貸倒引当金 △17,101 △14,376 △16,664

流動資産合計 5,121,939 51.1 5,709,890 53.2 5,451,301 52.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 501,100 472,191 475,956

(2）機械及び装置 508,966 459,860 457,294

(3）賃貸店舗用設備 821,598 918,994 851,976

(4）土地 226,362 226,362 226,362

(5）その他の有形固
定資産

199,650 212,317 200,614

有形固定資産合計 2,257,679 22.5 2,289,726 21.3 2,212,204 21.4

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 250,850 312,630 280,369

(2）電話加入権 17,065 17,065 17,065

無形固定資産合計 267,915 2.7 329,695 3.1 297,435 2.9

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 18,059 19,479 18,480

(2）長期前払費用 676,553 575,082 625,405

(3）敷金及び保証金 1,462,427 1,628,733 1,551,631

(4）その他 334,826 301,953 310,633

貸倒引当金 △110,268 △117,824 △122,870

投資その他の資産
合計

2,381,597 23.7 2,407,425 22.4 2,383,280 23.0

固定資産合計 4,907,192 48.9 5,026,846 46.8 4,892,920 47.3

資産合計 10,029,131 100.0 10,736,737 100.0 10,344,222 100.0
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前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年12月31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 491,985 532,672 462,432

２．未払金 1,066,084 1,129,940 681,224

３．未払法人税等 307,941 268,316 445,436

４．賞与引当金 68,535 69,605 71,475

 ５．役員賞与引当金 3,800 3,000 12,000

６．その他 210,287 450,270 309,516

流動負債合計 2,148,634 21.4 2,453,804 22.9 1,982,084 19.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 103,167 111,483 94,332

２．役員退職慰労引当
金

82,168 95,246 89,200

３．長期預り保証金 753,802 815,502 811,021

固定負債合計 939,138 9.4 1,022,231 9.5 994,553 9.6

負債合計 3,087,773 30.8 3,476,036 32.4 2,976,638 28.8

（純資産の部） 

Ⅰ　株主資本 

１．資本金 735,286 7.3 735,286 6.9 735,286 7.1

 ２．資本剰余金

 資本準備金 241,079 241,079 241,079

 資本剰余金合計 241,079 2.4 241,079 2.2 241,079 2.3

 ３．利益剰余金

 (1)利益準備金 168,676 168,676 168,676

 (2)その他利益剰余金

特別償却準備金 223 － 223

 別途積立金 4,140,000 4,140,000 4,140,000

 繰越利益剰余金 1,605,974 1,989,026 2,078,159

 利益剰余金合計 5,914,874 59.0 6,297,703 58.7 6,387,059 61.7

 ４．自己株式 △15,570 △0.2 △16,793 △0.2 △16,793 △0.1

 株主資本合計 6,875,669 68.5 7,257,275 67.6 7,346,631 71.0

 Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

2,000 1,319 1,448

 ２．繰延ヘッジ損益 63,688 2,106 19,504

 評価・換算差額等合計 65,688 0.7 3,426 0.0 20,952 0.2

 純資産合計 6,941,358 69.2 7,260,701 67.6 7,367,583 71.2

 負債純資産合計 10,029,131 100.0 10,736,737 100.0 10,344,222 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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 6,597,747 100.0 6,797,395 100.0 14,147,348 100.0

Ⅱ　売上原価 2,496,085 37.8 2,718,575 40.0 5,454,413 38.6

売上総利益 4,101,661 62.2 4,078,820 60.0 8,692,934 61.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

3,451,169 52.3 3,547,941 52.2 6,698,640 47.3

営業利益 650,492 9.9 530,878 7.8 1,994,293 14.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 29,506 0.4 20,241 0.3 60,685 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 11,888 0.2 11,812 0.2 26,056 0.2

経常利益 668,109 10.1 539,306 7.9 2,028,922 14.3

Ⅵ　特別利益  ※３ 4,128 0.1 4,743 0.1 2,453 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 13,012 0.2 18,143 0.3 27,749 0.2

税引前中間(当期)
純利益

659,224 10.0 525,906 7.7 2,003,626 14.1

法人税、住民税及
び事業税

※５ 278,193 229,822 825,000

法人税等調整額 － 278,193 4.2 － 229,822 3.4 36,314 861,314 6.0

中間（当期）純利
益

381,031 5.8 296,084 4.3 1,142,312 8.1
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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19年1月1日　至平成19年6月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年12月31日　残高（千円） 726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 1,561,221 5,870,344 △13,563 6,815,619

中間会計期間中の変動額

新株の発行 8,763 8,763 8,763       17,526

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

剰余金の配当       △336,501 △336,501  △336,501

中間純利益       381,031 381,031  381,031

自己株式の取得         △2,006 △2,006

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）
8,763 8,763 8,763 － △223 － 44,753 44,530 △2,006 60,049

平成19年6月30日　残高　（千円）

 
735,286 241,079 241,079 168,676 223 4,140,000 1,605,974 5,914,874 △15,570 6,875,669

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成18年12月31日　残高　　　（千円） 3,470 43,246 46,717 6,862,336

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    17,526

特別償却準備金の取崩    －

剰余金の配当    △336,501

中間純利益    381,031

自己株式の取得    △2,006

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△1,470 20,442 18,971 18,971

中間会計期間中の変動額合計　（千

円）
△1,470 20,442 18,971 79,021

平成19年6月30日　残高　　　（千円） 2,000 63,688 65,688 6,941,358
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 　当中間会計期間（自平成20年1月1日　至平成20年6月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年12月31日　残高（千円） 735,286 241,079 241,079 168,676 223 4,140,000 2,078,159 6,387,059 △16,793 7,346,631

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

剰余金の配当       △385,441 △385,441  △385,441

中間純利益       296,084 296,084  296,084

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）
－ － － － △223 － △89,133 △89,356 － △89,356

平成20年6月30日　残高　（千円）

 
735,286 241,079 241,079 168,676 － 4,140,000 1,989,026 6,297,703 △16,793 7,257,275

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成19年12月31日　残高　　　（千円） 1,448 19,504 20,952 7,367,583

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の取崩    －

剰余金の配当    △385,441

中間純利益    296,084

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△128 △17,397 △17,526 △17,526

中間会計期間中の変動額合計　（千

円）
△128 △17,397 △17,526 △106,882

平成20年6月30日　残高　　　（千円） 1,319 2,106 3,426 7,260,701
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 　前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年1月1日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成18年12月31日　残高（千円） 726,523 232,316 232,316 168,676 446 4,140,000 1,561,221 5,870,344 △13,563 6,815,619

事業年度中の変動額

新株の発行 8,763 8,763 8,763       17,526

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

剰余金の配当       △625,597 △625,597  △625,597

当期純利益       1,142,312 1,142,312  1,142,312

自己株式の取得         △3,229 △3,229

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）
8,763 8,763 8,763 － △223 － 516,938 516,715 △3,229 531,011

平成19年12月31日　残高　（千円）

 
735,286 241,079 241,079 168,676 223 4,140,000 2,078,159 6,387,059 △16,793 7,346,631

 

評価・換算差額等 純資産合計

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

平成18年12月31日　残高　　　（千円） 3,470 43,246 46,717 6,862,336

事業年度中の変動額     

新株の発行    17,526

特別償却準備金の取崩    －

剰余金の配当    △625,597

当期純利益    1,142,312

自己株式の取得    △3,229

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
△2,022 △23,742 △25,764 △25,764

事業年度中の変動額合計（千円） △2,022 △23,742 △25,764 505,246

平成19年12月31日　残高　　　（千円） 1,448 19,504 20,952 7,367,583
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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

税引前中間(当期)純利
益

659,224 525,906 2,003,626

減価償却費 451,131 384,038 987,444

店舗設備除去損 11,851 11,236 24,105

固定資産廃棄損 9,643 18,143 22,572

貸倒引当金の増加額
（△は減少額）

△8,545 △7,334 3,619

賞与引当金の増加額
（△は減少額）

4,272 △1,870 7,212

役員賞与引当金の減少
額

△8,200 △9,000 －

退職給付引当金の増加
額
（△は減少額）

△7,476 17,150 △16,311

役員退職慰労引当金の
増加額
（△は減少額）

△69,732 6,046 △62,700

受取利息 △975 △830 △1,827

売上債権の増加額 △337,821 △99,901 △212,827

たな卸資産の増加額 △267,534 △139,484 △211,236

仕入債務の増加額 126,044 70,239 96,491

前渡金の減少額
（△は増加額）

－ △22,915 49,073

前払費用の増加額 － △128,356 －

未払金の増加額
（△は減少額）

281,347 422,868 △34,833

前受金の増加額 － 52,381 47,725

役員賞与の支払額 △12,000 △12,000 △12,000

その他 △36,147 93,611 58,423

小計 795,082 1,179,929 2,748,557

利息及び配当金の受取
額

975 851 1,970

法人税等の支払額 △508,111 △413,960 △964,740

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

287,947 766,819 1,785,786
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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

投資有価証券の取得に
よる支出

△1,224 △1,216 △2,576

有形固定資産の取得に
よる支出

△726,505 △222,237 △1,015,964

無形固定資産の取得に
よる支出

△56,731 △81,689 △107,463

長期前払費用の取得に
よる支出

△192,966 △129,056 △344,454

敷金及び保証金の預入
による支出

△106,051 △99,323 △214,701

敷金及び保証金の返還
による収入

10,787 14,033 20,263

貸付の回収による収
入 

7,511 7,925 15,334

長期預り保証金の受入
による収入

73,300 56,579 147,057

その他 △16,688 △49,743 △35,673

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,008,569 △504,728 △1,538,177

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

株式の発行による収入 17,526 － 17,526

自己株式の取得による
支出

△2,006 － △3,229

配当金の支払額 △314,941 △384,553 △625,673

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△299,421 △384,553 △611,376

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（△は減少額）

△1,020,043 △122,462 △363,767

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,548,908 2,185,140 2,548,908

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

1,528,865 2,062,678 2,185,140
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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

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。（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

しております。）

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

同左

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

　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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

を採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

　先入先出法に基づく原価法

を採用しております。

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

(3）たな卸資産

①　製品及び原材料

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

　個別法に基づく原価法を

採用しております。

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

②　貯蔵品

未貸出店舗用設備

同左

販売促進用品等

　先入先出法に基づく原価

法を採用しております。

販売促進用品等

同左

販売促進用品等

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　　　　　　15～35年

　機械及び装置　　　　　９年

　賃貸店舗用設備　　５～10年

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法

を採用しております。　

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。　

建物　　　　　　　15～35年

機械及び装置　　　　　９年

賃貸店舗用設備　　５～10年

 

 

 

建物　　　　　　　15～35年　

機械及び装置　　　　　９年

賃貸店舗用設備　　５～10年　

(2) 自社利用のソフトウェア

　社内おける利用可能期間（5

年)による定額法を採用してお

ります。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(2) 自社利用のソフトウェア

同左

  

(3）長期前払費用

同左

(2) 自社利用のソフトウェア

同左

  

(3）長期前払費用

同左

 ３．繰延資産の処理方法

  　新株発行費 

　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

──────

 

 ３．繰延資産の処理方法

  新株発行費 

　支出時に全額費用として処理し

ております。　
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売掛債権及びその他の金銭債権

の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については過去の経験等

を考慮した繰入率により、貸倒懸

念債権等の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。

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）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額の当中間会計期間

の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

実際支給見込額を計上しておりま

す。

(3)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(3)役員賞与引当金

同左

(3)役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当事業年度負担額を計上してお

ります。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務（中間会計期間末自己都合要

支給額から総合設立の厚生年金基

金による要支給額を控除した額）

及び年金資産の額に基づき、当中

間期において発生していると認め

られる額を計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務（当

期末自己都合要支給額から総合設

立の厚生年金基金による要支給額

を控除した額）及び年金資産の額

に基づき、当期において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

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
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ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

　ヘッジ手段は為替予約取引であ

ります。ヘッジ対象は原材料等の

輸入予定取引であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　外貨建輸入予定取引の為替リス

クをヘッジするために為替予約を

利用し、為替予約は輸入予定取引

の範囲内で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引すべてが将来の輸

入予定取引に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高く、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の変動率が同

一であることから、ヘッジ開始時

及びその後も継続して双方の相場

変動が相殺されるため、有効性の

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

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮受消費税等と相殺後の仮払

消費税等の金額は、流動資産の「そ

の他」に含めております。

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

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。

なお、仮払消費税等と相殺後の仮受

消費税等の金額は、流動負債の「そ

の他」に含めております。

８．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式を採用しております。
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（有形固定資産の減価償却方法の

変更)

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年4月1日以後に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　なお、この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

 

──────

 

　

 

 

 

 

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法の

変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年4月1日以降に取得

した有形固定資産について、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当期純

利益は、それぞれ29,479千円減少し

ております。

────── （有形固定資産の減価償却方法の変更) 

　有形固定資産の減価償却の方法につ

いては、従来、定率法（ただし、平成

10年4月1日以降に取得した建物（建物

附属設備は除く）については定額法）

を採用しておりましたが、当会計年度

よりすべての有形固定資産について定

額法に変更しております。

　従来は、収益や生産高の見込みの不

確定要素や、技術革新等を原因とする

設備の陳腐化への対応を考慮し、早期

に償却費を計上し保守的な会計処理が

できる定率法を採用してまいりまし

た。

　しかし、経営目標をフランチャイズ

チェーンの店舗数増加を中心とした拡

大政策から、その維持を目的とした店

舗開発の継続や、既設店舗の売上増進

による安定的な収益の拡大を狙うこと

を中心とした中期計画の策定にあたり、

減価償却の方法を再度検討いたしまし

た。

　その結果、収益や生産高の見込みが

安定的となること、また各店舗の設備

及びアイスクリーム製造設備は、技術

革新に伴い耐用年数内で早期に交換し

なければならないというリスクがあま

り見込まれず、設備投資の効果が長期

安定的になると考えられることなどか

ら、取得原価を耐用年数にわたって均

等配分することにより費用と収益の対

応を図り、経営実態をより的確に反映

するため、有形固定資産の減価償却方

法を定額法へ変更いたしました。

　この変更により、従来の方法によっ

た場合と比較して減価償却費は116,726

千円減少し、売上総利益は20,285千円、

営業利益は116,726千円、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ116,726千

円増加しております。

──────
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　表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

────── １．営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の

減少額（△は増加額）」と「前払費用の増加額」は、

前中間会計期間は「その他」に含めて表示しておりま

したが、科目の重要性を勘案し、区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間の「前渡金の減少額（△は

増加額）」は37,339千円であり、「前払費用の増加

額」は△41,613千円であります。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の

増加額」は前中間会計期間は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的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「前受金の増加額」は8,276

千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度末

（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
                 3,729,269千円                   4,098,967千円                   4,037,038千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．営業外収益の主要項目

店舗用什器売却益             25,123千円                   14,802千円                  42,193千円

販売済未使用ギフト券

収入

           －              －                  7,407千円

受取利息             952千円                830千円                  1,827千円

※２．営業外費用の主要項目

店舗設備除去損           11,851千円                 11,236千円                  24,105千円

※３．特別利益の主要項目

 貸倒引当金戻入益       3,590千円            4,743千円         － 

※４．特別損失の主要項目

工場設備除去損失            －         －                  1,569千円

転貸店設備除却損失      8,924千円           18,143千円 　 21,003千円

過年度ギフト券収入修

正損

           －         － 　 5,176千円

※５．法人税、住民税及び事

業税

簡便法による税効果会計を適用して

おり、当中間会計期間に係る法人税、

住民税、事業税及び法人税等調整額

は「法人税、住民税及び事業税」と

一括して記載しております。

同左 ──────

減価償却実施額 減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

減価償却実施額は次のとおりであり

ます。

有形固定資産               226,049千円                     158,223千円                     529,829千円

無形固定資産            34,845千円                  46,435千円                  72,927千円

投資その他の資産               190,236千円                  179,379千円                     384,688千円
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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19年1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

 普通株式（株） 9,621,554 23,000 － 9,644,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数23,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 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

 普通株式（株） 7,224 800 － 8,024

 （変動事由の概要）

　　　増加数800株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

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株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成19年3月29日

定時株主総会
普通株式 336,501 35.00 平成18年12月31日 平成19年3月30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末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成19年8月22日

取締役会
普通株式 289,095 利益剰余金 30.00 平成19年6月30日 平成19年9月11日 
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 当中間会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20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

 普通株式（株） 9,644,554 － － 9,644,554

 

 

2.自己株式に関する事項

 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

 普通株式（株） 8,524 － － 8,524

 

 

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株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成20年3月27日

定時株主総会
普通株式 385,441 40.00 平成19年12月31日 平成20年3月28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末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成20年8月19日

取締役会
普通株式 289,080 利益剰余金 30.00 平成20年6月30日 平成20年9月9日 
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 前事業年度（自　平成19年1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 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

 普通株式（株） 9,621,554 23,000 － 9,644,554

 （変動事由の概要）

 　　増加数23,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであります。

 

2.自己株式に関する事項

 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

 普通株式（株） 7,224 1,300 － 8,524

 （変動事由の概要）

　　　増加数1,300株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

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株当たり配当金

(円）
基準日 効力発生日

 平成19年3月29日

定時株主総会
普通株式 336,501 35.00 平成18年12月31日 平成19年3月30日 

 平成19年8月22日

取締役会
普通株式 289,095 30.00 平成19年６月30日 平成19年9月11日 

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり配当金

（円）
基準日 効力発生日

 平成20年3月27日

定時株主総会
普通株式 385,441 利益剰余金 40.00 平成19年12月31日 平成20年3月28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19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定   1,528,865千円

現金及び現金同等物   1,528,865千円

現金及び預金勘定    2,062,678千円

現金及び現金同等物    2,062,678千円

現金及び預金勘定    2,185,140千円

現金及び現金同等物    2,185,140千円
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

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

会計期間末残高相当額

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

会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

71,809 38,166 33,642

ソフトウェ
ア

49,103 25,540 23,563

合計 120,912 63,706 57,205

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

80,646 46,714 33,932

ソフトウェ
ア

51,044 34,668 16,375

合計 131,690 81,382 50,308

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

その他の有
形固定資産
（工具器具
備品）

79,250 43,847 35,402

ソフトウェ
ア

50,244 29,808 20,435

合計 129,494 73,656 55,837

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,142千円

１年超     33,389千円

　合計 59,532千円

１年内     28,646千円

１年超      23,695千円

　合計     52,342千円

１年内      28,302千円

１年超      29,787千円

　合計      58,089千円

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 14,321千円

減価償却費相当

額
13,305千円

支払利息相当額 979千円

支払リース料   16,781千円

減価償却費相当

額
  15,617千円

支払利息相当額    946千円

支払リース料   30,311千円

減価償却費相当

額
  28,215千円

支払利息相当額   1,984千円

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

り算定しております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間（平成19年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 14,686 18,059 3,372

(2）その他 － － －

合計 14,686 18,059 3,372

当中間会計期間（平成20年６月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 17,254 19,479 2,225

(2）その他 － － －

合計 17,254 19,479 2,225

前事業年度（平成19年12月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 16,038 18,480 2,442

(2）その他 － － －

合計 16,038 18,480 2,442

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　デリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

 (企業結合等）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額       720円32銭          753円50銭       764円59銭

１株当たり中間（当期）純利

益
    39円55銭       30円73銭        118円55銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
    39円54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

株式がないため記載しておりませ

ん。

       118円54銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 381,031 296,084 1,142,312

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）
381,031 296,084 1,142,312

期中平均株式数（株） 9,634,835 9,636,030 9,635,498

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 710 － 710

（うち、旧商法280条ノ19の規定に基

づく新株引受権（ストックオプショ

ン）（株））

(710) － (710)

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

－ － －

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。
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５．その他
 

生産、受注及び販売の状況

 1.生産実績

品目

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 金額  金額  金額

アイスクリーム 5,421,172 4,531,543 9,159,608

シャーベット 195,279 387,080 789,429

スペシャリティデザート 413,564 416,892 886,117

合計 6,030,017 5,335,516 10,835,155

　（注）  １.金額はフランチャイジーに対する卸売価格を使用しております。

２.上記金額には、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いるため、該当事項はありません。

 3.販売実績

品目

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 金額  金額  金額

 製品

アイスクリーム

 

4,574,166

 

4,455,196

 

9,319,838

シャーベット 162,273 335,430 814,551

スペシャリティデザート 335,932 366,647 810,948

クレープ 3,466 － 4,108

小計 5,075,839 5,157,274 10,949,446

店舗用設備賃貸収入 395,298 418,327 812,246

ロイヤルティ収入 1,126,609 1,221,793 2,385,654

合計 6,597,747 6,797,395 14,147,348

　（注）  1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

2.前中間会計期間において独立表示しておりましたクレープは、金額が僅少となったため、当期より「アイス

クリーム」に含めて表示しております。

  4. 品目別受注状況  

       当社は受注生産を行っておりません。
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