
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 北海道財務局長 

【提出日】 平成18年10月30日 

【中間会計期間】 第14期中（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

【会社名】 株式会社 丸千代山岡家 

【英訳名】 Maruchiyo Yamaokaya Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山岡 正 

【本店の所在の場所】 札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号 

【電話番号】 011（781）7170（代表） 

【事務連絡者氏名】 経営企画室担当役員  川合 伸明 

【最寄りの連絡場所】 土浦市田中３丁目８番32号 

【電話番号】 029（825）1580（代表） 

【事務連絡者氏名】 経営企画室担当役員  川合 伸明 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目４番９号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第12期に連結子会社を吸収合併し子会社がなくなりましたので、第13期以降は連結財務諸表は作成しており

ません。なお、第12期以前は中間連結財務諸表は作成しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

４．従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は（ ）内に外書きで記載しております。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
２月１日 
至平成16年 
７月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成17年 
７月31日 

自平成18年 
２月１日 
至平成18年 
７月31日 

自平成16年 
２月１日 
至平成17年 
１月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成18年 
１月31日 

売上高 (千円) － － － 4,094,450 － 

経常利益 (千円) － － － 217,690 － 

中間（当期）純利益 (千円) － － － 105,413 － 

純資産額 (千円) － － － 694,018 － 

総資産額 (千円) － － － 2,338,894 － 

１株当たり純資産額 (円) － － － 95,991.52 － 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
(円) － － － 14,763.72 － 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) － － － 29.7 － 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － 363,043 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － △561,894 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － － － 117,099 － 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(千円) － － － 182,953 － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

（－）

－ 

（－）

－ 

（－）

240 

(222) 

－ 

（－）



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は、第13期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第12期、第13期中間会計期間及び第13期は

潜在株式が存在しないため記載しておりません。第14期中間会計期間については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は（ ）内に外書きで記載しております。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
２月１日 
至平成16年 
７月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成17年 
７月31日 

自平成18年 
２月１日 
至平成18年 
７月31日 

自平成16年 
２月１日 
至平成17年 
１月31日 

自平成17年 
２月１日 
至平成18年 
１月31日 

売上高 (千円) － 2,265,854 2,811,580 3,998,817 5,100,858 

経常利益 (千円) － 57,921 87,487 197,538 271,226 

中間（当期）純利益 (千円) － 17,678 42,197 93,024 132,140 

資本金 (千円) － 172,647 291,647 172,647 172,647 

発行済株式総数 (株) － 7,230 8,230 7,230 7,230 

純資産額 (千円) － 712,743 1,167,718 694,018 829,970 

総資産額 (千円) － 2,938,579 3,446,571 2,338,894 3,058,704 

１株当たり純資産額 (円) － 98,581.44 141,885.63 95,991.52 114,795.39 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
(円) － 2,445.13 5,179.55 13,029.20 18,276.71 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

(円) － － － － － 

１株当たり配当額 (円) － － － － － 

自己資本比率 (％) － 24.3 33.9 29.7 27.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － 75,024 124,717 － 332,298 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △456,510 △456,243 － △826,757 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － 579,951 342,091 － 517,312 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
(千円) － 381,419 216,372 － 205,807 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

（－）

279 

(257) 

308 

(342) 

240 

(222) 

288 

(313) 



２【事業の内容】 

   当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

   該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当中間会計期間の平均人員

を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比べ20名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によるものであ

ります。 

(2）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年７月31日現在

従業員数（人） 308（342） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、デジタル家電等を中心とした製造業の設備投資が増加するなど、企業業

績は回復傾向にあると思われますが、長引く原油価格の高騰などにより、関連する企業の業績には不安要素も見受

けられます。しかし、個人消費については最近の景況感から、徐々に上向いていると思われます。 

 一方、外食産業におきましては、昨年から来客数の増加が継続しており既存店の活性化に繋がっている状況であ

ります。 

 このような環境のもと、当社は関東・東北・東海地区を出店の重点地域と位置づけ積極的な店舗展開を行い、関

東地区４店舗、東北地区１店舗、東海地区２店舗の計７店舗を出店いたしました。また、契約期間満了により１店

舗の閉店を行い、当中間会計期間末の店舗数は73店舗となりました。 

 営業面では、商品レベルや店舗オペレーションの維持向上のため、店舗管理を行う営業部をエリアごとに管轄す

る体制とし、より細かく店舗の指導を行う体制を整えております。その結果、既存店売上高は前年対比98.4％とな

りました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては、店舗人員の効率化を引き続き継続しており、人件費は計画内に収

めることができました。 

 その結果、当中間会計期間の売上高は2,811,580千円（前年同期比24.1％増）、経常利益は87,487千円（前年同

期比51.0％増）と増収増益となり、中間純利益は42,197千円（前年同期比138.7％増）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して10,565千円

増加し、当中間会計期間末は216,372千円となりました。 

 当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動により得られた資金は、124,717千円（前年同期比66.2％増）となりました。

これは主に、税引前中間純利益81,231千円（前年同期比133.1％増）及び減価償却費103,392千円から法人税等

79,744千円を支払ったことなどによるものであります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において投資活動に使用した資金は、456,243千円（前年同期比0.1％減）となりました。これは

新店舗の開設により有形固定資産の取得による支出が394,215千円あったことなどによるものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、342,091千円（前年同期比41.0％減）となりました。

これは長期借入金の返済による支出が197,772千円ありましたが、新規の長期借入による収入が300,000千円及び新

株の発行による収入が291,059千円あったことなどによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産状況 

 当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によって表示しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

    当社は飲食業であり、見込生産によっておりますので、受注高並びに受注残高については記載すべき事項はあり

ません。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を都道府県別に示すと、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。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

品目 生産高（千円） 前年同期比（％） 

醤油タレ他 35,041 113.1 

合計 35,041 113.1 

  売上金額（千円） 前年同期比（％） 

ラーメン事業     

北海道 836,550 105.3 

茨城県 472,044 101.7 

栃木県 253,889 102.7 

埼玉県 292,672 207.2 

千葉県 345,694 98.2 

群馬県 240,466 120.2 

東京都 53,987 88.9 

宮城県 95,073 1,621.4 

静岡県 90,962 － 

福島県 32,677 － 

神奈川県 58,463 － 

岐阜県 39,098 － 

合計 2,811,580 124.1 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 前事業年度末における設備計画のうち、当中間会計期間に完成したものは次のとおりであります。 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当中間会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。 

事業所名 
(所在地) 

事業部門の
名称 

設備の 
内容 

帳簿価額（千円） 
従業員
数 
(人) 建物及び 

構築物 
工具器具
備品 

差入保証金
等 

その他 合計 

ラーメン山岡家厚木店 

神奈川県厚木市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
33,928 － 15,478 － 49,406 ４（３）

ラーメン山岡家石巻店 

宮城県石巻市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
45,767 － 8,000 － 53,767 ２（３）

ラーメン山岡家鷲宮店 

埼玉県北葛飾郡 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
46,180 － 14,444 － 60,624 ５（２）

ラーメン山岡家岐阜瑞穂店 

岐阜県瑞穂市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
52,999 － 5,500 － 58,499 ３（２）

ラーメン山岡家大垣店 

岐阜県大垣市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
35,117 － － － 35,117 ４（１）

ラーメン山岡家佐野店 

栃木県佐野市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
46,298 － 3,000 － 49,298 ４（１）

ラーメン山岡家野田店 

千葉県野田市 

ラーメン 

事業 

店舗

設備 
48,761 － 12,900 － 61,661 ３（１）

合計 ― ― 309,053 － 59,322 － 368,376 25（13）



２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。 

 （注）１．投資予定金額には、敷金及び保証金を含んでおります。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 重要な改修 

    該当事項はありません。 

(3) 重要な設備の除却等 

    該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の 
内容 

投資予定金額 
資金調達 
方法 

着手及び完了予定 完成後の 
増加能力 

（席） 総額 
（千円） 

既支払額 
（千円） 

着手 完了 

ラーメン山岡家笛吹店 

（山梨県笛吹市） 

営業 

店舗 
46,138 26,300 長期借入金 平成18年５月 平成18年８月 54  

ラーメン山岡家宮前店 

（埼玉県さいたま市） 

営業 

店舗 
54,637 19,000 長期借入金 平成18年７月 平成18年９月 45  

ラーメン山岡家浜松有

玉店 

（静岡県浜松市） 

営業 

店舗 
69,057 33,615 長期借入金 平成18年７月 平成18年９月 45  

ラーメン山岡家福島矢

野目店 

（福島県） 

営業 

店舗 
43,236 23,441 長期借入金 平成18年８月 平成18年10月 43  

ラーメン山岡家浜松入

野店 

（静岡県浜松市） 

営業 

店舗 
76,874 28,900 長期借入金 平成18年９月 平成18年11月 48  

ラーメン山岡家水戸中

原店 

（茨城県水戸市） 

営業 

店舗 
58,262 1,926 長期借入金 平成18年10月 平成18年12月 45  

ラーメン山岡家守谷店 

（茨城県守谷市） 

営業 

店舗 
51,936 3,300 長期借入金 平成18年10月 平成18年12月 45  

合計 
営業 

店舗 
400,141 136,482 長期借入金 ― ― 325  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま

す。 

(2）【新株予約権等の状況】 

    旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年４月28日定時株主総会決議 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た 

    だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に 

    ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社 

    が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ 

    必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。 

   ２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権１ 

    個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 

    ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 32,920 

計 32,920 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
(平成18年７月31日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成18年10月30日) 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 8,230 8,230 ジャスダック証券取引所 （注） 

計 8,230 8,230 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年９月30日） 

新株予約権の数（個） 268 266 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 268 266 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 590,149  同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年４月29日 

至 平成23年４月28日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

590,149 

295,075 
 同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３  同左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



    ② 当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当 

     社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自 

     己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払 

     込金額は１株当たり処分価額を読み替えるものとする） 

     なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。 

   ３．新株予約権の行使の条件について 

    ①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役 

     、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 

    ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 

    ③その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と 

     新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

    ④新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格   297,600円 

資本組入額  119,000円 

払込金総額  297,600千円 

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年２月16日 1,000 8,230 119,000 291,647 178,600 272,747 



(4）【大株主の状況】 

（注）前事業年度末現在主要株主であった山岡江利子は、当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年７月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

山岡 正 札幌市北区 3,810 46.29 

山岡 江利子（注） 東京都渋谷区 728 8.84 

丸千代山岡家社員持株会 札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号 321 3.9 

㈱エヌ・ジー・シー 東京都台東区浅草１丁目43番８号 320 3.88 

谷内 輝彰 茨城県牛久市 310 3.76 

塩尻 栄子 埼玉県越谷市 160 1.94 

朝日火災会場保険㈱ 東京都千代田区鍛冶町２丁目６番２号 82 0.99 

投資事業組合オリックス８号 東京都港区浜松町２丁目４番１号 80 0.97 

大阪証券金融㈱（業務口） 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 75 0.91 

松井証券㈱（一般信用口） 東京都千代田区麹町１丁目４ 69 0.83 

計 － 5,955 72.35 

  平成18年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   －   － － 

完全議決権株式（自己株式等）   － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,230 8,230 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株   － － － 

発行済株式総数 8,230 － － 

総株主の議決権 － 8,230 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年２月17日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年７月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高（円） 719,000 775,000 539,000 470,000 409,000 334,000 

最低（円） 356,000 370,000 384,000 311,000 266,000 241,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）については、「財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書

きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで）の中間財務諸表について、創研合同監査法

人により中間監査を受けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年１月16日提出の有価証券届出書に添付されたものによっ

ております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１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   381,419 216,372 205,807   

２．たな卸資産   42,081 53,410 48,484   

３．前払費用   49,266 62,255 59,448   

４．繰延税金資産   2,835 6,294 9,897   

５．その他   2,519 3,531 2,890   

流動資産合計     478,120 16.3 341,864 9.9   326,528 10.7

Ⅱ 固定資産         

(1) 有形固定資産 ※１       

１．建物 ※２ 1,185,646 1,628,848 1,419,678   

２．構築物   248,052 324,646 286,612   

３．土地 ※２ 340,516 340,516 340,516   

４．建設仮勘定   73,695 105,941 48,571   

５．その他   19,822 16,438 18,749   

有形固定資産合計   1,867,733 2,416,390 2,114,127   

(2) 無形固定資産   34,396 25,212 23,556   

(3) 投資その他の資産         

１．投資有価証券   13,354 12,637 15,481   

２．敷金保証金   348,371 433,684 386,261   

３．保険積立金   101,453 126,605 114,763   

４．その他   95,148 90,176 77,987   

投資その他の資産合計   558,328 663,104 594,492   

固定資産合計     2,460,458 83.7 3,104,707 90.1   2,732,175 89.3

資産合計     2,938,579 100.0 3,446,571 100.0   3,058,704 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１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   113,369 119,969 101,181   

２．短期借入金   60,000 36,000 20,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金 

  392,145 361,876 380,460   

４．１年以内償還予定社債   － 10,000 10,000   

５．未払金   376,871 379,280 379,463   

６．未払法人税等   25,000 47,008 92,732   

７．サービス券引当金   3,400 4,300 4,300   

８．その他 ※３ 47,845 37,223 42,183   

流動負債合計     1,018,631 34.6 995,656 28.9   1,030,320 33.7

Ⅱ 固定負債         

１．社債   － 135,000 140,000   

２．長期借入金 ※２ 1,052,962 1,077,750 956,938   

３．長期未払金   146,394 51,298 93,995   

４．その他   7,848 19,147 7,479   

固定負債合計     1,207,204 41.1 1,283,195 37.2   1,198,412 39.2

負債合計     2,225,835 75.7 2,278,852 66.1   2,228,733 72.9

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     172,647 5.9 － －   172,647 5.6

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金   94,147 － 94,147   

資本剰余金合計     94,147 3.2 － －   94,147 3.1

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金   400 － 400   

２．中間（当期）未処分利
益 

  442,377 － 556,839   

利益剰余金合計     442,777 15.1 － －   557,239 18.2

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    3,172 0.1 － －   5,936 0.2

資本合計     712,743 24.3 － －   829,970 27.1

負債及び資本合計     2,938,579 100.0 － －   3,058,704 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年１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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  291,647 8.5  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   272,747   －   

資本剰余金合計    － －  272,747 7.9  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   400   －   

(2）その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   －   599,037   －   

利益剰余金合計    － －  599,437 17.4  － － 

株主資本合計    － －  1,163,831 33.8  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評価差額
金 

   － －  3,887 0.1  － － 

評価・換算差額等合計    － －  3,887 0.1  － － 

純資産合計    － －  1,167,718 33.9  － － 

負債純資産合計    － －  3,446,571 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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     2,265,854 100.0 2,811,580 100.0   5,100,858 100.0 

Ⅱ 売上原価     576,543 25.4 669,864 23.8   1,264,454 24.8

売上総利益     1,689,310 74.6 2,141,716 76.2   3,836,403 75.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,631,374 72.0 2,031,378 72.3   3,561,780 69.8

営業利益     57,936 2.6 110,337 3.9   274,623 5.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   21,739 1.0 26,034 0.9   44,624 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２   21,754 1.0 48,884 1.7   48,021 1.0

経常利益     57,921 2.6 87,487 3.1   271,226 5.3

Ⅵ 特別利益      － － － －   8,280 0.2

Ⅶ 特別損失 ※３   23,075 1.0 6,255 0.2   23,601 0.5

税引前中間（当
期）純利益 

    34,845 1.6 81,231 2.9   255,905 5.0

法人税、住民税及
び事業税 

  17,941   38,646 133,858   

法人税等調整額   △773 17,167 0.8 387 39,034 1.4 △10,094 123,764 2.4

中間（当期）純利
益 

    17,678 0.8 42,197 1.5   132,140 2.6

前期繰越利益     424,699 －   424,699 

中間（当期）未処
分利益 

    442,377 －   556,839 

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年２月１日 至平成18年７月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 

繰越利益剰余金 

平成18年１月31日 残高 

（千円） 
172,647 94,147 94,147 400 556,839 557,239 824,033 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行（千円） 119,000 178,600 178,600       297,600 

中間純利益（千円）         42,197 42,197 42,197 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
119,000 178,600 178,600 － 42,197 42,197 339,797 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
291,647 272,747 272,747 400 599,037 599,437 1,163,831 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年１月31日 残高 

（千円） 
5,936 5,936 829,970 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（千円）     297,600 

中間純利益（千円）     42,197 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

△2,049 △2,049 △2,049 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△2,049 △2,049 337,748 

平成18年７月31日 残高 

（千円） 
3,887 3,887 1,167,718 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７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17年２月１日 
至 平成18年１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   34,845 81,231 255,905 

減価償却費   75,739 103,392 180,853 

サービス券引当金の増加額   3,400 － 4,300 

受取利息及び受取配当金   △516 △2,358 △104 

支払利息   21,548 20,432 44,144 

新株発行費   － 6,540 － 

社債発行費   － － 2,850 

有形固定資産除却損   14,720 2,920 14,720 

投資有価証券売却益   － － △8,280 

たな卸資産の(増加)額   △11,471 △4,925 △17,873 

その他流動資産の(増加)額   △8,340 △5,210 △19,418 

長期前払費用の(増加)額   △19,203 △11,273 △17,285 

仕入債務の増加額   39,611 18,787 27,423 

その他流動負債の増加（減
少）額 

  18,928 △1,289 30,203 

その他固定負債の増加(減少)
額 

  △432 11,668 △801 

小計   168,831 219,917 496,639 

利息及び配当金の受取額   516 51 103 

利息の支払額   △15,881 △15,506 △31,891 

法人税等の支払額   △78,441 △79,744 △132,552 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  75,024 124,717 332,298 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７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17年２月１日 
至 平成18年１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 

        

有形固定資産の取得による支
出 

  △365,023 △394,215 △713,969 

無形固定資産の取得による支
出 

  △9,709 △4,468 △10,861 

投資有価証券の取得による支
出 

  △600 △600 △1,200 

投資有価証券の売却による収
入 

  － － 11,400 

その他固定資産の(増加)額   △81,177 △56,959 △112,127 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △456,510 △456,243 △826,757 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

短期借入金の純増減額   48,200 16,000 8,200 

長期借入れによる収入   740,000 300,000 840,000 

長期借入金の返済による支出   △146,885 △197,772 △354,594 

社債の発行による収入   － － 147,150 

社債の償還による支出   － △5,000 － 

割賦未払金の(減少)額   △61,363 △62,196 △123,443 

株式の発行による収入   － 291,059 － 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  579,951 342,091 517,312 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   198,465 10,565 22,853 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   182,953 205,807 182,953 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  381,419 216,372 205,807 

          



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

  

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部資

本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。 

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)

を採用しております。 

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(評価差額は全部資本直入

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。 

  

  

  

(2）たな卸資産 

 原材料、店舗食材 

 月次総平均法による原価法を

採用しております。 

(2) たな卸資産 

 原材料、店舗食材 

 同左 

(2) たな卸資産 

 原材料、店舗食材 

 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（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）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

通りであります。 

 ・建物      14～20年 

 ・構築物     10～30年 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

(1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

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 

 定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

  同左 

(3) 長期前払費用 

  同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

３．重要な引当金の計上基準 

  

サービス券引当金 

 販売促進を目的とする無料引換

券（サービス券）制度により発行

された引換券の未引換額に対し過

去の使用実績率に基づき、将来利

用されると見込まれる額を引当計

上しております。 

サービス券引当金 

 販売促進を目的とする無料引換

券（サービス券）制度により発行

された引換券の未引換額に対し過

去の使用実績率に基づき、将来利

用されると見込まれる額を引当計

上しております。 

サービス券引当金 

 販売促進を目的とする無料引換

券（サービス券）制度により発行

された引換券の未引換額に対し過

去の使用実績率に基づき、将来利

用されると見込まれる額を引当計

上しております。 

  

  

  

  

（会計処理の変更） 

 前期までは無料引換券（サービ

ス券）を回収時に費用処理してい

ましたが、当中間期から無料引換

券（サービス券）の発行時に費用

処理する方法に変更しました。 

 この変更は、無料引換券（サー

ビス券）制度が平成15年８月に導

入され約２年を経過し、無料引換

券（サービス券）の回収実績率が

安定してきており、当中間期に回

収見込額の合理的算定が可能にな

ったことを契機に、今後の店舗展

開により無料引換券（サービス

券）の発行がさらに増加すること

が予想されるため、発行時に回収

見込額を費用計上することによ

り、収益との合理的な対応を図る

こととしたものであります。 

 この変更に伴い、当中間期の算

定方法を前期の数値に当てはめた

場合の金額2,700千円を前期損益

修正損として計上したことに伴

い、従来の方法と比較して売上総

利益、営業利益及び経常利益がそ

れぞれ700千円減少し、税引前中

間純利益は3,400千円減少してお

ります。 

  

  

  

  

（会計処理の変更） 

 前期までは無料引換券（サービ

ス券）を回収時に費用処理してい

ましたが、当期から無料引換券

（サービス券）の発行時に費用処

理する方法に変更しました。 

 この変更は、無料引換券（サー

ビス券）制度が平成15年８月に導

入され約２年を経過し、無料引換

券（サービス券）の回収実績率が

安定してきており、当期に回収見

込額の合理的算定が可能になった

ことを契機に、今後の店舗展開に

より無料引換券（サービス券）の

発行がさらに増加することが予想

されるため、発行時に回収見込額

を費用計上することにより、収益

との合理的な対応を図ることとし

たものであります。 

 この変更に伴い、当期の算定方

法を前期の数値に当てはめた場合

の金額2,700千円を前期損益修正損

として計上したことに伴い、従来

の方法と比較して売上総利益、営

業利益及び経常利益がそれぞれ

1,600千円減少し、税引前当期純利

益は4,300千円減少しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

 同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

 同左 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワッ

プ取引 

 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 

 金利変動リスクを回避するた

めに、特例処理の条件内でヘッ

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 

 特例処理によっているため、

有効性の評価を省略しておりま

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（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。 

 同左  同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同左 

消費税等の会計処理 

 同左 



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17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

―――――― 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

―――――― 

  

―――――― 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,167,718千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

―――――― 

  



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．建設協力金は、前期まで金額的

に重要性がないため、現在価値

に割り引かないで取得原価で敷

金保証金に計上していました

が、新規店舗の出店が増加し、

今後も増加することが予想され

ることにより建設協力金も増加

することが予想されるため、当

中間期より現在価値に割り引い

て計上しております。 

この変更に伴い、支払額と時

価との差額16,063千円を長期前

払費用に計上したことにより、

従来の方法と比較して地代家賃

が471千円計上となっており、営

業利益が減少しておりますが、

営業外収益で受取利息を471千円

計上しているため、経常利益に

与える影響はありません。 

―――――― 

  

１．建設協力金は、前期まで金額的

に重要性がないため、現在価値

に割り引かないで取得原価で敷

金保証金に計上していました

が、新規店舗の出店が増加し、

今後も増加することが予想され

ることにより建設協力金も増加

することが予想されるため、当

期より現在価値に割り引いて計

上しております。 

この変更に伴い、支払額と時

価との差額18,971千円を長期前

払費用に計上したことにより、

従来の方法と比較して地代家賃

が90千円計上となっており、営

業利益が減少しておりますが、

営業外収益で受取利息を90千円

計上しているため、経常利益に

与える影響はありません。 

２．「地方税法の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以後に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当中間期から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

この結果、販売費及び一般管

理費が4,500千円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純

利益が4,500千円減少しておりま

す。 

―――――― 

  

 ２．「地方税法の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、

平成16年４月１日以後に開始さ

れる事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、

当期から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

この結果、販売費及び一般管

理費が10,425千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期

純利益が10,425千円減少してお

ります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前事業年度末 
（平成18年１月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

466,248千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

663,726千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

568,800千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

建 物 131,155千円

土 地 340,516 

計 471,671 

建 物 119,239千円

土 地 340,516 

計 459,755 

建 物 124,917千円

土 地 340,516 

計 465,433 

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 261,000千円

計 261,000 

長期借入金 261,000千円

計 261,000 

長期借入金 261,000千円

計 261,000 

※３ 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、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

４．―――――― 

※３ 消費税等の取扱い 

 同左 

４．当社においては、運転資金の効率的な調 

 達を行うため取引銀行５行と貸出コミット 

 メント契約を締結しております。これら契 

 約に基づく当中間会計期間末の借入未実行 

 残高は次のとおりであります。 

  

貸出コミットメント

の総額 

800,000千円

借入実行残高 600,000 

差引額 200,000 

※３ ―――――― 

４．―――――― 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

賃貸収入 5,373千円

受取手数料 6,047千円

賃貸収入 5,575千円

受取手数料 10,048千円

賃貸収入 11,500千円

受取手数料 13,597千円

受取協賛金 6,142千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 21,548千円 支払利息 19,665千円

株式公開関連費用 21,600千円

支払利息 43,442千円

※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 14,548千円

原状回復費用 3,728千円

建物除却損 2,920千円

関東事務所移転費用 2,465千円

建物除却損 14,548千円

契約解約損 6,180千円

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 73,948千円

無形固定資産 1,790千円

有形固定資産 100,581千円

無形固定資産 2,811千円

有形固定資産 176,500千円

無形固定資産 4,242千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  当中間会計期間（自平成18年２月１日 至平成18年７月31日） 

 １．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数は、公募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 

（注）１．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．権利行使期間の初日は到来しておらず、減少は退職による権利消滅であります。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 7,230 1,000 － 8,230 

合計 7,230 1,000 － 8,230 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計
期間末残高
（千円） 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 

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 － 270 2 268 － 

合計 － － 270 2 268 － 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記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

借対照表に掲記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

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年７月31日現在） （平成18年７月31日現在） （平成18年１月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 381,419 

現金及び現金同等物 381,419 

  （千円）

現金及び預金勘定 216,372 

現金及び現金同等物 216,372 

  （千円）

現金及び預金勘定 205,807 

現金及び現金同等物 205,807 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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期末残高相当額 

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 

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） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

車両運
搬具 

8,691 4,035 4,656 

工具器
具備品 

237,639 93,541 144,098 

合計 246,331 97,577 148,754 

  
取得価額
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） 

車両運
搬具 

8,691 5,774 2,917

工具器
具備品 

297,363 126,794 170,568

合計 306,055 132,568 173,486

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） 

車両運
搬具 

8,691 4,905 3,786

工具器
具備品 

274,806 116,202 158,603

合計 283,498 121,107 162,390

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 48,575千円

１年超 107,273 

合計 155,848 

１年内 59,378千円

１年超 122,033 

合計 181,412 

１年内 54,458千円

１年超 115,672 

合計 170,131 

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

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 28,892千円

減価償却費相当額 24,478千円

支払利息相当額 5,184千円

支払リース料 34,412千円

減価償却費相当額 29,836千円

支払利息相当額 4,760千円

支払リース料 61,836千円

減価償却費相当額 52,832千円

支払利息相当額 10,421千円

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て、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 

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 

（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。 

５．利息相当額の算定方法 

 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日）、当中間会計期間（自 平成18年２月１日 

至 平成18年７月31日）及び前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価のない主な有価証券の内容 

      該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価のない主な有価証券の内容 

      該当事項はありません。 

種類 

前中間会計期間 
（平成17年７月31日） 

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 8,022 13,354 5,331 

(2) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 8,022 13,354 5,331 

種類 

当中間会計期間 
（平成18年７月31日） 

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 6,104 12,637 6,533 

(2) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 6,104 12,637 6,533 



前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価のない主な有価証券の内容 

      該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  ヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

（持分法損益等） 

 前中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 当中間会計期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日） 

 該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 該当事項はありません。 

種類 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1) 株式 5,503 15,481 9,978 

(2) 債券       

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 5,503 15,481 9,978 



（ストック・オプション等関係） 

   当中間会計期間（自平成18年２月１日 至平成18年７月31日） 

  １．ストック・オプションの内容及び規模 

（注）１．会社法施行前に付与しているため、公正な評価単価（付与日）は記載しておりません。 

   ２．株式数に換算して記載しております。 

  ２．中間財務諸表への影響額 

    会社法施行前に付与しているため、株式報酬費用はありません。 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 取締役３名、監査役１名及び従業員116名 

 ストック・オプションの付与数（注）２ 普通株式 270株 

 付与日 平成18年４月28日 

 権利確定条件 

 付与日（平成18年４月28日）から権利確定日（平成20年

４月29日）まで継続して、当社の取締役、監査役及び従業

員の地位にあること。 

 対象勤務期間  該当ありません。 

 権利行使期間  平成20年４月29日～平成23年４月28日 

 権利行使価格      （円） 590,149 

 公正な評価単価（付与日）（円） － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１株当たり純資産額 98,581.44円

１株当たり中間純利

益金額 
2,445.13円

１株当たり純資産額 141,885.63円

１株当たり中間純利

益金額 
5,179.55円

１株当たり純資産額 114,795.39円

１株当たり当期純利

益金額 
18,276.71円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 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、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

（追加情報） 

 当中間会計期間から、改正後の「１株当た

り当期純利益に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 最終改正平成18年１月31日 企

業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準適用指針第４号）を適用してお

ります。 

 これによる影響はありません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 17,678 42,197 132,140 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
17,678 42,197 132,140 

期中平均株式数（株） 7,230 8,147 7,230 

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― 

  

  

平成18年４月28日開催の定時

株主総会によるストック・オ

プション(株式の数 268株)。

なお、概要は「第４提出会社

の状況、１株式等の状況、

（2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

――――― 

  

  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

―――――― ――――――  平成18年１月16日及び平成18年１月27日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成18年２月16日に払込が

完了いたしました。 

 この結果、平成18年２月16日付で資本金は

291,647千円、発行済株式総数は8,230株とな

っております。 

(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) 発行する株式の : 普通株式   1,000株 

  種類及び数     

(3) 発行価格 : １株につき 320,000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 297,600円 

  

この価額は当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受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の総額

は、引受人の手取金となります。 

(5) 発行価額 : １株につき 238,000円 

      (資本組入額 119,000円)

(6) 発行価額の総額 :      238,000千円 

(7) 払込金額の総額 :      297,600千円 

(8) 資本組入額の総 :      119,000千円 

  額     

(9) 払込期日 : 平成18年２月16日 

(10)配当起算日 : 平成18年２月１日 

(11)資金の使途 : 店舗開設等設備資金 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年２月８日北海道財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

 平成18年２月17日北海道財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年４月28日北海道財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２に基づく臨時報告書であります。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日）平成18年４月28日北海道財務局長に提

出。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年１月13日 

株式会社丸千代山岡家  

 取締役会 御中    

 創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 本間 寛   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社丸千代山岡家の平成17年２月１日から平成18年１月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成17年２月１日から

平成17年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社丸千代山岡家の平成17年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年２月

１日から平成17年７月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 ３ 引当金の計上基準 サービス券引当金に記載されているとおり、会社

は無料引換券（サービス券）に関する会計方針について、従来回収時の費用として処理していたが、当中間会計期間より

発行時の費用として引当計上する方法に変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年10月27日 

株式会社丸千代山岡家  

 取締役会 御中    

 創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 本間 寛   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社丸千代山岡家の平成18年２月１日から平成19年１月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成18年２月１日から

平成18年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社丸千代山岡家の平成18年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年２月

１日から平成18年７月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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