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2. 配当の状況 
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(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８月中間期 6,770 △5.6 171 △34.4 199 △19.5 △10 85.2
19年８月中間期 7,175 △0.2 261 △0.2 248 △0.2 △69 ―

20年２月期     13,736 ― 202 ― 217 ― △261 ―

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８月中間期 △0 97 ─ ─
19年８月中間期 △3 78 ― ―

20年２月期     △14 26 ― ―

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年８月中間期 ―百万円 20年２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８月中間期 7,509 3,547 47.2 193 42

19年８月中間期 8,350 3,842 46.0 209 94

 20年２月期      7,334 3,648 49.7 199 37

(参考) 自己資本 20年８月中間期 3,547百万円 19年８月中間期 3,842百万円 20年２月期 3,648百万円

(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８月中間期 1,083 △521 △512 1,498

19年８月中間期 245 △98 △642 2,086

20年２月期     55 △75 △1,113 1,449

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 

四半期末
中間期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― ― ― ― ― 5 00 5 00

21年２月期(実績) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年２月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 0 00
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3. 21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  

4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 

 
② 期末自己株式数 

 
(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、32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 

   業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、  

    実際の業績は、今後起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

(％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 13,138 △4.4 74 △63.1 104 △52.2 △166 36.4 △9  07

(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）

(2) 発行済株式数（普通株式）

20年８月中間期 18,302,000株 19年８月中間期 18,302,000株 20年２月期 18,302,000株

20年８月中間期 1,667株 19年８月中間期 943株 20年２月期 943株
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当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速や原油・原材料価格の高騰に伴う企業の収

益率の悪化を背景とした設備投資の減少、サブプライム問題に端を発した住宅金融関連等の損失拡大に

よる影響で金融市場は混乱しており景気の後退が顕著となりました。外食産業につきましても、様々な

業態の店舗が乱立する中で選択肢が広がり商品やサービス内容及び価格競争が激しさを増しておりま

す。また、実所得の減少を主因とした消費者心理の悪化によるお客様の購買活動の変化から個人消費が

低迷しており厳しい経営環境が続いております。  

 このような環境の中、収益性の向上を目指し前事業年度に引続きスクラップ＆ビルドを推し進め、不

採算店舗の撤退と厳選した新規出店候補地の選定に注力し、既存店舗の店舗運営レベルなどの組織体制

の強化を図ってまいりました。その結果、不採算店舗の整理を進め閉店は３店舗、新規出店は１店舗、

当中間会計期間末の店舗数は124店舗となりました。 

 新規出店候補地を厳選した結果、小型和風定食屋業態「街かど屋」１店舗の出店となりましたが、

中・小型店舗の展開は今後事業全体を支える柱になると考えております。商品に関しては、引続き安

全・安心はもとより、「適量適価・感動の味」を実現するため、業態毎のコンセプトにあったメニュー

の開発を行うとともに、販売時には、プロダクト数とストック数を管理し出来立て感の追求に努めてま

いりました。店舗の運営に関しては、「スマイル＆ハッスル」「ホスピタリティ」を中心に、カスタマ

ーファースト（お客様第一主義）の徹底を心掛けてまいりました。そして、上場会社として情報のディ

スクローズや全従業員に対してコンプライアンス意識の徹底に取組んでまいりました。  

 以上の結果、売上高は6,770,763千円（前年同期比 5.6%減）、営業利益は171,581千円（前年同期比 

34.4%減）、経常利益は199,945千円（前年同期比 19.5%減）、中間純損失は不採算店舗の撤退による減

損損失等の特別損失137,257（前年同期比 51.7%減）千円を計上したため、10,211千円（前年同期比 

85.2%増）となりました。  

改装により既存店売上高の回復を推進し、スクラップ＆ビルドにより出・退店は新規出店８店舗、不

採算店は７店舗の閉店で当期末店舗数は127店舗を予定しております。 

 なお、平成20年９月16日に「特別損失の発生及び平成21年２月期中間期・通期業績予想ならびに配当

予想の修正に関するお知らせ」を適時開示しておりますが、通期の見通しとしましては、売上高は

13,138,382千円（前年同期比 4.4％減）、営業利益は74,694千円（前年同期比 63.1％減）、経常利

益は104,151千円（前年同期比 52.2％減）、当期純損失は166,159千円（前年同期比 36.4％増）を見

込んでおります。 

  

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況  

 当中間会計期間における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ48,781千円増加し、当中間会計期

間末には1,498,219千円となっております。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益が前期の純損失から71,431千円とな

り、当中間会計期間末が休日であったため仕入債務が480,110千円増加したことで1,083,682千円となっ

ております。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②通期の見通し

(2) 財政状態に関する分析
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 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入による支出が500,000千円あり、

521,912千円の支出となっております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金などの資金調達をおこなわず、既存借入金、未払

金の返済が進み512,988千円の支出となっております。 

  

当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、年１回毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式

質権者に対し支払うことを基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。なお、取締役の決

議により、毎年８月31日を基準日として株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対

し、会社法第454条第5項に規定する中間配当金を支払うことができます。 

当期の配当につきましては、平成20年９月16日に「特別損失の発生及び平成21年２月期中間期・通期業

績予想ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」で適時開示しておりますとおり、１株当たり年間配当

金の無配を予定しております。 

  

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を以下において記載しておりま

す。当社は、これらのリスクの発生の可能性を十分認識し発生の回避、もしくは発生した場合であって

も、影響を最小限にとどめるように、企業の体力の充実に努めております。なお、文中における将来に

関する事項は当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

  

外食産業の市場規模は、公表されている統計によると、消費動向の低迷、中食の拡大などにより縮小

傾向にあります。また、大手企業による大量の新規出店、低価格化等により競合が激化しております。 

 当社は、和食カフェテリア方式のレストランとして、「ザめしや」を中心に経営しており、当初は、

同業態でチェーン展開を行っている企業もなく、順調に展開してまいりましたが、近年、同業態でチェ

ーン展開を行っている企業の出現により、競合する店舗も現われております。  

 従って、今後の市場動向の推移、競合先企業及び競合店舗の動向、顧客ニーズの変化により当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

  

当社は、「ザめしや」の出店に関して、郊外型幹線道路立地にこだわって店舗展開をおこなってまい

りましたが、「街かど屋」の業態を開発することによって、立地選定を都心型ビルイン型の店舗にも出

店の対象を広げてまいりました。これらの業態に加えて、「めしや食堂」の業態を開発することによ

り、立地についても、生活道路型小商圏立地へと広がり、今後は関西地区・中部地区において「街かど

屋」「めしや食堂」中心の出店をおこなっていく方針であります。  

 当社の新規出店は、家賃、保証金、建設協力金等の出店条件、周辺人口、店舗前の交通量等の事前調

査によって店舗の採算性を予測し、投資回収期間、利益貢献度などの基準を満たすものを対象物件とし

て選定しております。このため、当社出店基準に達する物件がなく、出店計画に満たない場合や、新規

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク

①当社を取り巻く事業環境の変動について 

②店舗展開と出退店政策について 
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出店に伴う初期投資、減価償却負担等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

 現在当社が出店を行っている関西地区・中部地区以外での地区において当社の業態、メニュー、

「味」等が消費者の支持を得られる保証はなく、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

 また、当社は各店舗の業績を精査し、必要に応じて閉店、業態転換をおこなっております。閉店に際

しては、賃借物件の中途解約や、転貸に伴い損失が発生する場合があります。また賃貸人の財政状態に

よっては差入保証金を回収できない可能性もあります。業態転換に際しても店舗設備の除却等が発生す

る場合があります。この様な場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

当社は和食中心の料理を提供しておりますが、多くのお客様の嗜好に応えるため、そのメニュー数は

幅広く、その食材の種類も多岐にわたっております。近年目立っている食材に関する問題も、即時にメ

ニューを変更するという形で解消できるカフェテリア方式のレストランの特性をもって対処してまいり

ましたが、天候不順による農作物の不作といった全体的な状況になった場合には、物量の確保及び仕入

価格への影響が考えられ、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

 また、「食」の安全性に対する社会的な要請、顧客ニーズが高まった場合、食材の調達が円滑に進ま

なくなったり、食材調達コストが上昇する可能性があります。そのような場合には、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

  

当社は、多くの料理を店内調理しており、できたての美味しさ、品質の良さをお客様に提供してまい

りました。また、カフェテリア方式のレストランという業態の特性を生かすため、きめの細かい新メニ

ューの導入、300種以上の食材発注などの店舗管理能力に加えて、一定の調理技術を備えた人材を確

保・育成することが重要であります。  

 従って、当社は労働集約型といえる産業であることから、今後の少子高齢化社会での人材の確保がで

きない場合、また、人材の育成が順調に進まない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

  

当社の主力業態は、カフェテリア方式の「ザめしや」であります。料理をお客様自らがチョイス(選

択)できるという特性がひとつの魅力となっており、今後も、この業態、及び「ザめしや」から派生し

た業態である「めしや食堂」を発展させ、拡大させていく予定でありますが、カフェテリア方式の当社

主力業態が消費者のニーズに合わなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

③仕入食材の調達安定供給について 

④人材の確保及び育成について 

⑤カフェテリア方式に対する消費者のニーズについて 
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当社の企業集団を構成する関係会社はありません。 

２ 企業集団の状況
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当社は創業以来、「お客様第一主義の徹底」のもと「Ｑ・Ｓ・Ｃ＋Ｃ」（クオリティ・サービス・ク

レンリネス＋チョイス）のレベル向上を経営の基本方針としております。当社の業態『和食カフェテリ

ア』の特性である、「Ｃ（チョイス）」、すなわち、お客様が自由に料理を選べる楽しさを一層充実さ

せることが、オーバーストア状態にある外食産業の中で勝ち残るカギになるものと考えております。 

当社は、企業価値を高めるうえで、収益性の観点からは営業利益率の向上、財務健全性の観点からは

自己資本比率の向上を目指し、ローコストオペレーションを実践し経営効率の改善を図ります。 

当社は、経営の基本方針のもと、①新業態の開発、②スクラップ＆ビルドを中長期的な経営戦略とし

ております。新業態の開発については、多様な顧客ニーズを満たし、「めしや食堂」や「街かど屋」の

ようなビジネスモデルの確立を目指します。スクラップ＆ビルドについては、オーバーストア状態のた

めロードサイド（ザめしや）の出店地が減少したこともあり、生活道路や小商圏（めしや食堂、街かど

屋）への新規出店や、不採算店舗の業態転換や閉店を積極的に行います。また、ドミナント戦略のもと

収益性重視の店舗展開を進め、出店地域の拡大に努めます。 

個人消費の低迷が続き、物価上昇率が高まり消費者心理が大きく悪化する中、薄型テレビ等の家電販

売は堅調でありますが、外食、旅行等のサービス消費は低調に推移しております。さらに、食材に対し

ての安全性の疑問や偽装問題が相次ぎ、「食」の安全・安心に対する社会的な要請や顧客ニーズが高ま

っております。 

 このような状況の中、家庭ではできない「おいしさ」と「安全性」を兼ね備えた家庭料理を提供する

ため、業態別にテーマを決め内容を具体化し「適量価格・感動の味」の実現により、客数の増加を目指

し、経費のコストダウンにより収益性の改善に取組んでまいります。併せて、社員教育として、自責で

問題の発見や解決の組み立てができる主体性があり情熱のある人材の育成を実行することにより意識改

革に取組んでまいります。そして、採算性の低い店舗の整理を進めてスクラップ＆ビルドを行い、Q・

S・C（クオリティ・サービス・クレンリネス）レベルの更なる向上を課題として、各業態の利益率を高

め、資本効率を向上させるとともに、既存店の改装や新メニューの開発を促進して、お客様が要望され

る店舗づくりに注力する所存でございます。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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当社は、今後の経営にコーポレートガバナンスが、重要な課題であると考えております。 

 この観点から、企業活動のタイムリーで質の高い情報開示体制を確立し、経営の透明性の確保に努め

てまいります。また、効率的な経営を実現するために迅速かつ的確な意志決定をおこなう必要があると

ともにそのチェック機能や、責任体制を明確にすることが重要であることを認識しております。 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役は取締役会に出席するだけでなく、重要な会議に参加し、

取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。また、法令や社会規範の遵守なくして企業の存

立はあり得ないとの認識のもと、コンプライアンス体制の構築を経営の重要な課題として位置づけてお

ります。そのために監査室を設置し全部門を対象に監査を実施するとともに、コンプライアンス委員会

を設置し、法令順守体制の確立、浸透、定着を図っております。 

該当事項はありません。 

(5) 内部管理体制の整備・運用

(6) その他、会社の経営上の重要な事項
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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８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 2,086,238 1,998,219 1,449,438

 ２ 売掛金 15,222 16,339 9,635

 ３ たな卸資産 83,626 73,357 74,346

 ４ 繰延税金資産 101,680 146,454 109,492

 ５ その他 394,843 366,445 443,898

   流動資産合計 2,681,610 32.1 2,600,816 34.6 2,086,811 28.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 2,559,078 2,245,199 2,395,428

  (2) 構築物 200,222 169,384 185,022

  (3) 工具器具備品 174,824 175,236 204,566

  (4) 土地 25,405 25,405 25,405

  (5) その他 26,958 3,360 ─

   有形固定資産合計 2,986,489 2,618,585 2,810,423

 ２ 無形固定資産 34,999 40,470 35,468

 ３ 投資その他の資産

  (1) 繰延税金資産 333,580 233,598 261,650

  (2) 差入保証金 2,069,790 1,801,221 1,909,968

  (3) その他 247,652 215,904 233,704

  (4) 貸倒引当金 △3,184 △1,010 △3,126

  投資その他の資産合計 2,647,837 2,249,714 2,402,195

   固定資産合計 5,669,326 67.9 4,908,770 65.4 5,248,087 71.5

   資産合計 8,350,936 100.0 7,509,587 100.0 7,334,899 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 453,048 829,699 349,588

 ２ １年以内返済予定 
   長期借入金

669,896 555,876 645,668

 ３ １年以内償還予定 
   社債

10,000 ─ ─

 ４ 未払金 213,497 194,763 230,473

 ５ １年以内返済予定 
   長期未払金

213,430 42,339 127,528

 ６ 未払費用 492,106 495,039 422,961

 ７ 未払法人税等 124,110 108,890 ─

 ８ 賞与引当金 173,787 155,601 127,346

 ９ その他 ※２ 79,155 111,681 57,416

   流動負債合計 2,429,032 29.1 2,493,890 33.2 1,960,982 26.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 1,454,210 900,000 1,140,176

 ２ 長期未払金 42,339 ─ 6,489

 ３ 退職給付引当金 305,069 320,446 312,767

 ４ 役員退職慰労引当金 87,999 76,780 84,004

 ５ 転貸損失引当金 37,822 14,716 15,574

 ６ その他 152,339 156,569 166,166

   固定負債合計 2,079,778 24.9 1,468,512 19.6 1,725,176 23.5

   負債合計 4,508,811 54.0 3,962,403 52.8 3,686,158 50.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,838,526 22.0 1,838,526 24.5 1,838,526 25.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,537,526 1,537,526 1,537,526

   資本剰余金合計 1,537,526 18.4 1,537,526 20.4 1,537,526 21.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 12,000 12,000 12,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 296,000 146,000 296,000

    繰越利益剰余金 157,764 14,099 △34,183

   利益剰余金合計 465,764 5.6 172,099 2.3 273,816 3.7

 ４ 自己株式 △273 △0.0 △382 △0.0 △273 △0.0

   株主資本合計 3,841,543 46.0 3,547,770 47.2 3,649,596 49.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 繰延ヘッジ損益 581 △586 △855

   評価・換算差額等 
   合計

581 0.0 △586 △0.0 △855 △0.0

   純資産合計 3,842,125 46.0 3,547,183 47.2 3,648,740 49.8

   負債純資産合計 8,350,936 100.0 7,509,587 100.0 7,334,899 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 7,175,145 100.0 6,770,763 100.0 13,736,843 100.0

Ⅱ 売上原価 2,168,013 30.2 2,144,556 31.7 4,259,081 31.0

  売上総利益 5,007,131 69.8 4,626,206 68.3 9,477,761 69.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,745,606 66.1 4,454,625 65.8 9,275,549 67.5

  営業利益 261,525 3.7 171,581 2.5 202,211 1.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 150,878 2.1 164,422 2.4 299,882 2.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 164,050 2.3 136,057 2.0 284,391 2.1

  経常利益 248,353 3.5 199,945 2.9 217,702 1.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 7,286 0.1 8,744 0.1 11,340 0.1

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

284,029 4.0 137,257 2.0 433,784 3.2

 税引前中間純利益又は 
 税引前中間(当期) 
 純損失(△)

△28,389 △0.4 71,431 1.0 △204,740 △1.5

 法人税、住民税及び 
 事業税

103,299 90,739 54,346
 

 法人税等調整額 △62,572 40,727 0.6 △9,095 81,644 1.2 1,977 56,323 0.4

 中間(当期)純損失(△) △69,117 △1.0 △10,211 △0.2 △261,064 △1.9
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 364,146 ― 4,048,199

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △137,265 △137,265

 中間純利益 △69,117 △69,117

 自己株式の取得 △273 △273

 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)

― ― ― ― △206,382 △273 △206,655

平成19年８月31日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 157,764 △273 3,841,543

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成19年２月28日残高(千円) 949 4,049,148

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △137,265

 中間純利益 △69,117

 自己株式の取得 △273

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

△368 △368

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△368 △207,023

平成19年８月31日残高(千円) 581 3,842,125
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 △34,183 △273 3,649,596

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の取崩 △150,000 150,000 ─

 剰余金の配当 △91,505 △91,505

 中間純損失 △10,211 △10,211

 自己株式の取得 △109 △109

 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)

─ ─ ─ △150,000 48,283 △109 △101,826

平成20年８月31日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 146,000 14,099 △382 3,547,770

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成20年２月29日残高(千円) △855 3,648,740

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の取崩 ─

 剰余金の配当 △91,505

 中間純損失 △10,211

 自己株式の取得 △109

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

269 269

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

269 △101,556

平成20年８月31日残高(千円) △586 3,547,183
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 364,146 ─ 4,048,199

 剰余金の配当 △137,265 △137,265

 当期純損失(△) △261,064 △261,064

 自己株式の取得 △273 △273

 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) ─ ─ ─ ─ △398,329 △273 △398,603

平成20年２月29日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 △34,183 △273 3,649,596

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成19年２月28日残高(千円) 949 4,049,148

 剰余金の配当 △137,265

 当期純損失(△) △261,064

 自己株式の取得 △273

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,805 △1,805

 事業年度中の変動額合計(千円) △1,805 △400,408

平成20年２月29日残高(千円) △855 3,648,740
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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３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31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３月１日
至 平成20年２月29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 税引前中間純利益又は
   税引前中間(当期)純損失 
   (△)

△28,389 71,431 △204,740

 ２ 減価償却費 178,412 164,584 358,680

 ３ 減損損失 219,665 64,639 263,892

 ４ 店舗閉鎖関連損 21,302 45,610 39,942

 ５ 転貸損失引当金の増加額 
      (△減少額)

37,822 △858 15,574

 ６ 賞与引当金の増加額 50,400 28,254 3,959

 ７ 退職給付引当金の増加額 1,833 7,679 9,531

 ８ 役員退職慰労引当金の
   増加額(△減少額)

248 △7,223 △3,746

 ９ 貸倒引当金の減少額 △29 △2,116 △87

 10 受取利息及び受取配当金 △3,130 △4,602 △7,325

 11 支払利息 17,324 11,635 31,973

 12 有形固定資産売却益 △7,286 ─ △11,340

 13 有形固定資産売却損 5,655 ─ 38,159

 14 有形固定資産除却損 22,518 4,234 36,413

 15 売掛債権の増加額 △8,561 △6,703 △2,974

 16 たな卸資産の減少額 
   (△増加額)

△9,588 989 △309

 17 仕入債務の増加額 105,443 480,110 1,984

 18 未払消費税等の増加額
   (△減少額)

△19 28,715 △18,469

 19 その他資産の減少額 
   (△増加額)

△66,846 6,237 △23,446

 20 その他負債の増加額 
   (△減少額)

△70,173 103,487 △86,845

    小計 466,636 996,106 440,824

 21 利息及び配当金の受取額 1,195 2,569 3,376

 22 利息の支払額 △18,364 △13,972 △31,654

 23 法人税等の支払額 △203,770 ─ △356,617

 24 還付法人税等の受取額 ─ 98,979 ─

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

245,697 1,083,682 55,929
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前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31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３月１日
至 平成20年２月29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 定期預金の預入による
   支出

─ △500,000 ─

 ２ 有形固定資産の取得 
   による支出

△174,058 △91,613 △300,060

 ３ 有形固定資産の売却 
   による収入

34,200 ─ 43,400

 ４ 無形固定資産の取得 
   による支出

― △6,135 △1,100

 ５ 差入保証金支払による
   支出

△49,735 △15,811 △50,736

 ６ 差入保証金回収による
   収入

101,864 88,768 233,247

 ７ 貸付金の実行による支出 △22,316 △8,709 △23,316

 ８ 貸付金の回収による収入 11,200 11,588 22,750

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△98,846 △521,912 △75,816

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 社債償還による支出 △10,000 ─ △20,000

 ２ 長期借入金の返済による 
   支出

△354,638 △329,968 △692,900

 ３ 長期未払金の返済による 
   支出

△141,103 △91,678 △262,856

 ４ 自己株式取得による支出 △273 △109 △273

 ５ 配当金の支払額 △136,968 △91,233 △137,015

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△642,983 △512,988 △1,113,045

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少額)

△496,131 48,781 △1,132,931

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,582,370 1,449,438 2,582,370

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,086,238 1,498,219 1,449,438
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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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産

 (1) 商品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

 (2) 原材料

最終仕入原価法を採用してお

ります。

 (3) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産

 (1) 商品

同  左 

 

 (2) 原材料

同  左 

 

 (3) 貯蔵品

同  左 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産

 (1) 商品

同  左 

 

 (2) 原材料

同  左 

 

 (3) 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

降に取得した建物(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 10年～39年

構築物 10年～20年

工具器具備品 ５年～６年

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

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(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 10年～39年

構築物 10年～20年

工具器具備品 ５年～６年

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、法人税法

の改正に伴い、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。  

 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。

（会計方針の変更）

当事業年度より、法人税法の改

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。なお、この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、

営業利益、経常利益は7,687千円

それぞれ減少し、税引前当期純損

失は同額増加しております。

（追加情報）

平成19年度の法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。これによる損益に与

える影響は軽微であります。

 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

 (2) 無形固定資産

同  左

 (2) 無形固定資産

同  左
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため

に、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

可能性を勘案し回収不能見込額

を計上しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同  左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同  左

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

 (2) 賞与引当金

同  左

 (2) 賞与引当金

同  左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

めに、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

数理計算上の差異について

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

(10年)による定額法により、翌

事業年度から費用処理すること

としております。

 (3) 退職給付引当金

同  左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

めに、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

数理計算上の差異について

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

(10年)による定額法により、翌

事業年度から費用処理すること

としております。

 (4) 役員退職慰労引当金

役員(執行役員を含む)の退職

慰労金の支給に備えるため、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

同  左

 (4) 役員退職慰労引当金

役員(執行役員を含む)の退職

慰労金の支給に備えるため、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。

 (5) 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の

残存期間に発生する損失に備え

るため、閉店し転貸を決定した

店舗について、支払義務のある

賃料総額から転貸による見込賃

料収入総額を控除した額等その

他損失額を計上しております。  

（追加情報）  

 店舗の採算管理を強化してお

り、閉店後の転貸物件に係る将

来の賃料差損等が増加していく

可能性が高くなったため当中間

会計期間より転貸損失引当金を

計上しております。 

 (5) 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の

残存期間に発生する損失に備え

るため、閉店し転貸を決定した

店舗について、支払義務のある

賃料総額から転貸による見込賃

料収入総額を控除した額等その

他損失額を計上しております。 

 (5) 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の

残存期間に発生する損失に備え

るため、閉店し転貸を決定した

店舗について、支払義務のある

賃料総額から転貸による見込賃

料収入総額を控除した額等その

他損失額を計上しております。 

（追加情報） 

 店舗の採算管理を強化してお

り、閉店後の転貸物件に係る将

来の賃料差損等が増加していく

可能性が高くなったため当事業

年度より転貸損失引当金を計上

しております。
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

４ リース取引の処理方法

同  左

４ リース取引の処理方法

同  左

５ ヘッジ会計の処理

 (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す場合は特

例処理を行っております。

５ ヘッジ会計の処理

 (1) ヘッジ会計の方法

同  左

５ ヘッジ会計の処理

 (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

 (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

金利リスクの低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 (3) ヘッジ方針

同  左

 (3) ヘッジ方針

同  左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段に

ついて、それぞれのキャッシ

ュ・フロー総額の変動額を比較

し、両者の変動額を基準にして

検証しておりますが、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であり、かつヘッジ

開始時及びその後も継続して、

相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動を完全に相殺するものと

想定することができる場合に

は、検証を省略しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同  左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同  左

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同  左

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同  左

７ 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

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。

７ 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

７ 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
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度末
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,177,928千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,404,774千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,327,348千円

※２ 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。

―――─── ―――───

 

３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。

当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越 
極度額

2,000,000千円

貸出実行残高 ― 千円

差引額 2,000,000千円

３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。また、平成19年12月14日付

けでみずほ銀行をアレンジャー

として既存取引銀行４行と１年

間のコミットメント期間付シン

ジケーション方式タームローン

を締結しております。

当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る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

2,000,000千円

貸出コミット 
メント

800,000千円

貸出実行残高 ─ 千円

差引額 2,800,000千円

３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。また、平成19年12月14日付

けでみずほ銀行をアレンジャー

として既存取引銀行４行と１年

間のコミットメント期間付シン

ジケーション方式タームローン

を締結しております。

当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメント

に係る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

2,000,000千円

貸出コミット 
メント

800,000千円

貸出実行残高 ─ 千円

差引額 2,800,000千円
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前中間会計期間末
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度末
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

４ 財務制限条項

① 平成17年３月28日(株式会

社東京三菱銀行 現株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)締結の

タームローン契約書に関し、

下記の条項が付されておりま

す。

ⅰ 本契約締結日以降の各決

算期「借入人が中間期にか

かる報告書等または計算書

類等を作成した場合には、

本・中間決算期」の末日に

おいて、当社の貸借対照表

の純資産の部の金額を平成

16年２月決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の

金額の75％および直前の決

算期末日における貸借対照

表の純資産の部の金額の

75％のいずれか高い方の金

額以上に維持すること。

ⅱ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の損益計算書上の経常損益

につき、２期連続して損失

を計上しないこと。

② 平成17年９月30日(株式会

社みずほ銀行)締結の金銭消

費貸借契約に関し、下記の条

項が付されております。

ⅰ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の貸借対照表の純資産の部

の金額を平成17年２月決算

期末日における貸借対照表

の資本の部の金額の75％お

よび直前の決算期末日にお

ける貸借対照表の純資産の

部の金額の75％のいずれか

高い方の金額以上に維持す

ること。

ⅱ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の損益計算書上の経常損益

につき、２期連続して損失

を計上しないこと。

４ 財務制限条項

① 平成17年３月28日(株式会

社東京三菱銀行 現株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)締結の

タームローン契約書に関し、

下記の条項が付されておりま

す。

ⅰ 本契約締結日以降の各決

算期「借入人が中間期にか

かる報告書等または計算書

類等を作成した場合には、

本・中間決算期」の末日に

おいて、当社の貸借対照表

の純資産の部の金額を平成

16年２月決算期末日におけ

る貸借対照表の資本の部の

金額の75％および直前の決

算期末日における貸借対照

表の純資産の部の金額の

75％のいずれか高い方の金

額以上に維持すること。

ⅱ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の損益計算書上の経常損益

につき、２期連続して損失

を計上しないこと。

② 平成17年９月30日(株式会

社みずほ銀行)締結の金銭消

費貸借契約に関し、下記の条

項が付されております。

ⅰ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の貸借対照表の純資産の部

の金額を平成17年２月決算

期末日における貸借対照表

の資本の部の金額の75％お

よび直前の決算期末日にお

ける貸借対照表の純資産の

部の金額の75％のいずれか

高い方の金額以上に維持す

ること。

ⅱ 本契約締結日以降の各決

算期の末日において、当社

の損益計算書上の経常損益

につき、２期連続して損失

を計上しないこと。
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 3,129千円

 受取配当金 0千円

 賃貸収入 105,792千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 4,599千円

 受取配当金 2千円

 賃貸収入 126,359千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

 受取利息 7,325千円

 受取配当金 0千円

 賃貸収入 220,523千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 17,324千円

 賃貸原価 104,895千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 11,635千円

 賃貸原価 120,978千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

 支払利息 31,973千円

 賃貸原価 218,715千円

※３ 特別利益のうち主要なもの

 固定資産 
 売却益 
 (店舗設備)

7,286千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの

 店舗退去
 違約金

5,714千円

※３ 特別利益のうち主要なもの

固定資産 
 売却益 
 (店舗設備)

11,340千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

 固定資産 
 除却損

22,518千円

 固定資産 
 売却損 
 (店舗設備)

5,655千円

 減損損失 219,665千円

 店舗閉鎖 
 関連損

36,189千円  

※４ 特別損失のうち主要なもの

 固定資産
 除却損

5,185千円

 減損損失 64,639千円

 店舗閉鎖
 関連損

64,000千円

 その他 3,433千円

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産 
 除却損

45,102千円

固定資産 
 売却損 
 (店舗設備)

38,159千円

 減損損失 263,892千円

店舗閉鎖 
 関連損

73,879千円

その他 12,750千円

 

※５ 減損損失

当中間会計期間において、当

社は下記の資産グルーピングに

ついて減損損失を計上しており

ます。

用途 種類 金額 場所

店舗

建物、 
構築物、 
工具器具 
備品

219,665 
千円

兵庫県 
加古郡 
播磨町 
他11店舗

当社は資産を店舗、賃貸物件

にグルーピングしております。

店舗について売上の不振によ

り、減損損失219,665千円を特

別損失に計上しております。

その内訳は、建物187,579千

円、構築物14,712千円、工具器

具備品17,373千円であります。

上記減損損失のうち46,333千円

は当中間会計期間中に撤退の意

思決定を行い除却した物件に係

るものであります。

なお、回収可能価額は、使用

価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを6.0％で

割り引いて算定しております。

 

※５ 減損損失

当中間会計期間において、当

社は下記の資産グルーピングに

ついて減損損失を計上しており

ます。

用途 種類 金額 場所

店舗

建物、 
構築物、 
工具器具 
備品

64,639 
千円

大阪府羽
曳野市 
他5店舗

当社は資産を店舗、賃貸物件

にグルーピングしております。

店舗について売上の不振によ

り、減損損失64,639千円を特別

損失に計上しております。

その内訳は、建物55,526千

円、構築物3,546千円、工具器

具備品5,566千円であります。

なお、回収可能価額は、使用

価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを6.0％で

割り引いて算定しております。

 

 

※５ 減損損失

当事業年度において、当社は

下記の資産グルーピングについ

て減損損失を計上しておりま

す。

用途 種類 金額 場所

店舗

建物、 
構築物、 
工具器具 
備品

245,019 
千円

兵庫県
加古郡 
播磨町 
他12店舗

賃貸
物件

建物、 
構築物、 
工具器具 
備品

18,873 
千円

愛知県
名古屋市

当社は資産を店舗、賃貸物件

にグルーピングしております。

店舗について売上の不振によ

り、減損損失263,892千円を特

別損失に計上しております。

その内訳は、建物226,213千

円、構築物18,391千円、工具器

具備品19,288千円であります。

なお、回収可能価額は、使用

価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを6.0％で

割り引いて算定しております。

 ６ 減価償却実施額

 有形固定資産 177,799千円

 無形固定資産 612千円

 ６ 減価償却実施額

 有形固定資産 163,452千円

 無形固定資産 1,132千円

 ６ 減価償却実施額

 有形固定資産 357,437千円

 無形固定資産 1,243千円
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の増加はすべて単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

  

 
（注）１株当たり配当額には、株式会社ジャスダック証券取引所上場記念配当２円50銭が含まれてお

ります。 

  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の増加はすべて単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式

18,302,000 ─ 
 

 
─ 
 

18,302,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式

─ 943 
 

 
─ 
 

943 
 

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 137,265 7.50 平成19年２月28日 平成19年５月25日

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式

18,302,000 ─ 
 

 
─ 
 

18,302,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式

943 724 
 

 
─ 
 

1,667 
 

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20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 91,505 5.0 
 

平成20年２月29日 平成20年５月23日
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  自己株式の単元未満株式の買取による増加 943株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
１株当たり配当額(円)には、株式会社ジャスダック証券取引所上場記念配当2円50銭が含まれており

ます。 

  

(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 

  

 
  

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式 
 普通株式

18,302,000 ― 
 

 
― 
 

18,302,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

 普通株式 ─ 943 ─ 943

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 137,265 7.5 平成19年２月28日 平成19年５月25日

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20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 91,505 5.0 平成20年２月29日 平成20年５月23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３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

(平成19年８月31日現在)
現金及び預金勘定 2,086,238千円

現金及び 
現金同等物

2,086,238千円

 

※ 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載され

ている科目の金額との関係

(平成20年８月31日現在)

現金及び預金勘定 1,998,219千円

定期預金 △500,000千円

現金及び
現金同等物

1,498,219千円  

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

(平成20年２月29日現在)
現金及び預金勘定 1,449,438千円

現金及び
現金同等物

1,449,438千円
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

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

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

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

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

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

 

取得原価 
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円)

機械及び 
装置

100,415 34,812 65,603

工具 
器具備品

377,293 162,782 214,510

ソフト 
ウェア

34,768 14,807 19,961

合計 512,478 212,402 300,076

 

取得原価
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

機械及び
装置

101,573 37,224 64,349

工具 
器具備品

343,905 179,248 164,656

ソフト 
ウェア

30,344 17,041 13,302

合計 475,823 233,514 242,309

 

取得原価 
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)

機械及び
装置

92,301 27,790 64,511

工具
器具備品

351,105 155,778 195,326

ソフト
ウェア

34,768 18,284 16,484

合計 478,175 201,853 276,322

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 92,416千円

１年超 210,970千円

合計 303,386千円

②未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 86,910千円

１年超 159,076千円

合計 245,987千円
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 91,321千円

１年超 188,544千円

合計 279,865千円

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 58,271千円

減価償却費 
相当額

55,288千円

支払利息相当額 2,601千円

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 49,019千円

減価償却費
相当額

47,041千円

支払利息相当額 2,196千円

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 108,503千円

減価償却費 
相当額

103,414千円

支払利息相当額 5,148千円

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

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減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・同  左

④減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・同  左

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

法によっております。

利息相当額の算定方法

・同  左

利息相当額の算定方法

・同  左

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。

(減損損失について)

同  左

(減損損失について)

同  左
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前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)
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前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 

  

当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 

  

前事業年度末(平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 

  

(デリバティブ取引関係)
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
  

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

(ストック・オプション等関係)

決議年月日 平成13年７月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び従業員43名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 90,000

付与日 平成13年７月９日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
平成15年８月１日
～平成20年７月31日

決議年月日 平成13年７月９日

権利確定後

 期首（株） 88,000

 権利確定（株） 88,000

 権利行使（株） ─

 失効（株） ─

 未行使残（株） 88,000

決議年月日 平成13年７月９日

 権利行使価格（円） 314

 行使時平均株価（円） ─

 付与日における公正な評価単価（円） ─
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

  １ １株当たり純資産額 

  

 
  
  ２ １株当たり中間(当期)純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 
１株当たり純資産額 209.94円

 
１株当たり純資産額 193.42円 １株当たり純資産額 199.37円

 
１株当たり中間純損失 3.78円

 
１株当たり中間純損失 0.97円 １株当たり当期純損失 14.26円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間

純損失であるため、記載しておりま

せん。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間

純損失であるため、記載しておりま

せん。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期

純損失であるため、記載しておりま

せん。

項目
前中間会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

3,842,125 3,547,183 3,648,740

普通株式に係る純資産額 
(千円)

3,842,125 3,547,183 3,648,740

差額の主な内訳(千円) ─ ─ ─

普通株式の発行済株式数 
(千株)

18,302 18,302 18,302

普通株式の自己株式数 
(千株)

0 1 0

１株当たり純資産額の算定 
に用いられた普通株式の数 
(千株)

18,301 18,300 18,301

項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

中間(当期)純損失(△) 
(千円)

△69,117 △10,211 △261,064

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) 
純損失(△)(千円)

△69,117 △10,211 △261,064

普通株式の期中平均株式数
(千株)

18,301 18,300 18,301

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要
な内訳(千株) 
新株予約権

─ ─ ─

普通株式増加数(千株) ─ ─ ─

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

平成13年７月９日臨時

株主総会特別決議新株

予約権(ストックオプ

ション) 

 普通株式 88,000株

 
 
 
 

─

平成13年７月９日臨時

株主総会決議による新

株予約権(ストック・

オプション)１種類(潜

在株式の数88,000株)

なお、行使期間は平成

20年７月31日までであ

ります。
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。

  

当事業年度における仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

５ その他

(1)役員の異動

(2)生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

 ② 仕入実績

業態

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

比較増減

仕入高 (千円) 仕入高 (千円) 仕入高 (千円)
前年同期比

(％)

ザめしや 1,517,632 1,455,448 △62,184 95.9

街かど屋 (ザめしや24) 264,256 305,886 41,630 115.8

めしや食堂 319,566 312,184 △7,382 97.7

めんむす 142,204 136,193 △6,011 95.8

めしやっこ 33,690 33,487 △202 99.4

清久庵 10,266 12,551 2,284 122.3

その他 6,671 － △6,671 －

合計 2,294,288 2,255,751 △38,537 98.3

 ③ 販売実績

業態

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

比較増減

販売高 (千円) 販売高 (千円) 販売高 (千円)
前年同期比

(％)

ザめしや 4,757,786 4,406,458 △351,327 92.6

街かど屋 (ザめしや24) 856,519 936,280 79,760 109.3

めしや食堂 968,724 886,466 △82,257 91.5

めんむす 432,415 409,365 △23,050 94.7

めしやっこ 100,582 95,191 △5,391 94.6

清久庵 35,702 37,001 1,298 103.6

その他 23,415 － △23,415 －

合計 7,175,145 6,770,763 △404,382 94.4
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