
平成18年3月期
決算短信（連結）

 平成18年５月12日

上場会社名 オリジン東秀　株式会社 上場取引所 東

コード番号 ７５７９ 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.toshu.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長　　　　氏名　高梨　和人

問合せ先責任者 役職名 取締役財務経理部担当　氏名　佐藤　恵次　　ＴＥＬ（03）3305－0180

決算取締役会開催日 平成18年５月12日

親会社等の名称 イオン株式会社（コード番号：８２６７）　親会社等における当社の議決権所有比率95.5％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 50,018 (5.4) 2,366 (△24.3) 2,463 (△23.7)

17年３月期 47,456 (17.0) 3,127 (32.8) 3,227 (30.9)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 430 (△67.7) 24 43 24 37 3.7 13.6 4.9

17年３月期 1,331 (14.8) 74 15 73 99 12.3 19.0 6.8

（注）①持分法投資損益 18年３月期   ４百万円 17年３月期 14百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期           17,616,978株 17年３月期 17,534,631株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 18,034 11,695 64.9 659 61

17年３月期 18,110 11,373 62.8 645 75

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期           17,730,807株 17年３月期 17,564,362株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年３月期 1,981 △1,666 △163 5,622

17年３月期 3,835 △1,977 △362 5,471

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 1社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 27,116 1,420 287

通　期 55,570 3,197 1,173

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　66円21銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。上記業績予想に関する

事項は、添付資料７ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、イオン株式会社を親会社とするオリジン東秀株式会社（当社）、子会社１社で構成されます。当社

及び子会社は、弁当・惣菜の製造販売店「オリジン弁当」、品揃えが豊富でより多くの惣菜を扱うオリジンダイニング

「ごはん屋」、ランチタイムの需要にこたえるため、短時間での商品提供が可能なオリジンダイニング「Ｚ.Ｅ.Ｎ」、

中華「東秀」等を主に、中食・外食事業、他の事業を経営しております。

　当社及び子会社の主な事業内容及びその位置付けは次の通りであります。

当社

店内調理した、弁当・惣菜を持帰り方式で販売する「オリジン弁当」、オ

リジンダイニング「ごはん屋」、オリジンダイニング「Ｚ.Ｅ.Ｎ」及び中

華料理店「東秀」等の直営チェーンの展開を主たる事業として経営してお

ります。

オリジンシステム株式会社
店舗及び厨房設備の設計、施工斡旋、営繕業務及び厨房機器、関連備品等

の販売

 

一    般    顧    客 

当  社 

中華「東秀」 オリジン弁当 
オリジンダイニング 

「ごはん屋」 

オリジンダイニング 

「Ｚ.Ｅ.Ｎ」 

弁当・惣菜の 

製造・販売 

惣菜・寿司等の 

製造・販売 

弁当・惣菜の 

製造・販売 
中華料理店 

出
資 

出
資 

店
舗
設
計
・
施
工
斡
旋 

営
繕
業
務
・
備
品
販
売 

連結子会社 親会社 

オリジンシステム株式会社 

 

 

イオン株式会社 

100％ 
94.6％ 

 (注）従来関連会社でありました株式会社ニックフーズは、株式の売却によって関連会社でなくなったため、当連結会計

年度より持分法の適用範囲より除外しております。

- 2 -



２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「食」を通じて社会に貢献することを使命と考え、歩んでおります。

　その中で「健康づくり」に心をこめて、お客様に「楽しさ」「豊かさ」「快適さ」を提案するという経営理念に基

づき、お客様への満足の創造と豊かな食生活、食文化の変革に日々挑戦しております。

　この経営理念に則り、当社グループは時代の変化と消費動向を的確に捉え、「安心」「安全」「健康」をコンセプ

トとし、お客様、地域社会から信頼される企業を目指して取り組んでおります。

　今後も「食」を通じ「健康創造企業」を実現し、お客様の豊かな生活づくりと健康を提供できるよう努力してまい

ります。

　またイオングループの一員としてシナジー効果を最大限活かしながら、中食業界のリーディング・カンパニーとし

ての確固たる位置付けを確保し、高収益を達成し、経営効率を高め、顧客満足業の実現を基本とした経営方針を貫き

ます。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益配分を最重要政策の一つとして認識しており、その実現のためには安定

配当を維持実現することを第一義としています。

　また、今後の事業拡大の方針と企業体質の強化の観点から、内部留保資金は新たな成長につながる店舗及び自社工

場などの設備資金に充当していくとともに、一方では自己資本比率などの財務指標を高めて企業体質強化を図り、安

定収益基盤の構築に努めてまいります。

　平成18年３月期におきましては、１株当たり１８円の配当を実施する予定です。

(3）投資単位引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、当社株式の流動性の向上及び個人投資家層の拡大を図るため、平成12年５月から、３期連続で１

対1.3の株式分割を行い、また平成12年８月より、１単位の株式数を1,000株単位から500株単位へ、更に平成13年12月

には500株単位から100株単位（現在100株が１単元となっております）にし、投資単位を引き下げております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、日常の営業活動に加え、財務活動を含めた、企業のトータルの収益性を重視する観点から経常利

益高を重視しております。当連結会計年度におきましては２４億円を確保しておりますが、中長期的な目標として８

０億円を目指して取り組んでまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は「中食業界のリーディング・カンパニー」として、イオングループの総力を最大限に活用し、「食」に関す

る業界の発展に寄与していきたいと考えております。

　そのため2009年度（平成22年３月期）において、店舗数1,300店舗、売上高1,000億円を目標として、生活に密着し

た業態として、より多くの地域・商圏に出店し、あらゆる地域において社会貢献できる店舗展開を行ってまいります。

　その他、お客様に求められる新業態においても、常に社会の変化に対応すべく開発を推進し取組んでまいります。

そして、より効率的な経営を実践し、成長拡大を継続し、安定的な経営基盤を確立することにより、収益性を高め、

企業価値の増大を図ってまいります。その概要は次のとおりです。

①　主力の「オリジン弁当」は当期75店舗の出店となりました。平成19年３月期においては、オリジンダイニング

「Ｚ.Ｅ.Ｎ」、中華「東秀」と合わせて90店舗の出店を計画し、中期的に出店スピードを向上させてまいります。

②　商品開発につきましては、バーティカル・マーチャンダイジング（原材料を生産地まで遡り商品開発を行う）

をより一層強化し、ベーシック商品の見直しや、新規商品の導入など研究開発を重視するとともに、お客様の

ニーズにマッチした「高品質で鮮度の良い商品」の品揃えを充実させ、「お客様の満足度の向上」に取り組み

ます。また、検査体制を総合的に強化すると同時に、トレーサビリティー（生産履歴）システムの構築を進め、

常に安心・安全な商品をお客様に提供してまいります。

③　平成14年４月より本格的に稼動を始めた上野原工場では、「安心」「安全」を第一義として、さらなる品質の

向上を図ってまいります。また店舗増加に伴い、収益の拡大と生産性の向上に努めてまいります。

④　中食業界においては、中長期的な市場拡大が期待される一方で、業界の競争も激化が予想される中、競争力を

高め、またお客様のニーズに総合的に対応するためイオングループ各業態とのコラボレーションを推進し、事
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業の拡大を図ってまいります。

⑤　今後も創業の精神を持ち続けることにより、1,000店舗、売上高1,000億円を達成させ「健康創造企業」「顧客

満足業」の実現を目指します。

(6）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は、雇用情勢の改善は見られるものの、原油などの原材料価格の高騰、米国経済の減速、定率減

税の段階的廃止や社会保険料の引き上げによる家計の負担増加の中で、本格的な回復は未だ見えず、全般的に低調に

推移することが予想されます。また少子高齢化の進行に伴う人口の減少、単身世帯の増加や団塊世代の退職の開始等、

消費を支える社会環境が大きく変わる中、企業の対処すべき課題も企業の社会的責任（ＣＳＲ）を始めとして大きく

変化すべき時期にさしかかっております。

　このような中、当社グループはイオングループの一員として次の課題を重点に取組み、質の向上を追求してまいり

ます。

①　イオングループシナジーを活かし、出店エリア・形態の拡大に取り組んでまいります。

②　ベーシック商品の見直しや新規商品の導入などにより商品力の強化を図ってまいります。

③　仕入、製造、物流部門のさらなる強化や業務改革、経費の削減につきましても引き続き積極的に取組み、収益

力の改善を図ってまいります。

④　売上高1,000億円、４桁チェーンの売場実現を目指すべく、ＣＳＲ対応とインフラの整備を図ってまいります。

(7) 親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所
有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている
証券取引所等

イオン株式会社 親会社 95.5 株式会社東京証券取引所　市場第一部

　

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は親会社であるイオン株式会社を中核としたイオングループに属しております。イオングループは、総合

小売事業を主力事業としており、そのほかに専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努め、

企業集団の多角化を図っております。

　当社はオリジン弁当を中心とした中食事業における独自のノウハウを活かし、イオングループのデリカ事業の

強化と発展を推進してまいります。

　なお、親会社であるイオン株式会社が当社の議決権所有割合の95.5％を保有しているため、当社株式は東京証

券取引所の株券上場廃止基準に従い、平成18年７月に上場廃止となる見込みです。

(役員の兼務状況）

役職 氏名
親会社等又はそのグルー

プ企業での役職
就任理由

顧問 加栗章男

親会社イオン株式会社

執行役マックスバリュ

事業本部長

管理部門強化のため当社から依頼 

(注）加栗章男氏は平成18年３月21日付で当社顧問に就任し、平成18年６月開催予定の定時株主総会にて取締役に

就任後、取締役会にて専務取締役に就任する予定です。

③　親会社等との取引に関する事項

 　　取引関係はございません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が増加するなど、景気回復が顕在化してきた

ものの、脱デフレ基調の兆しと貯蓄超過による需要不足が混在し、民間需要は全体として停滞基調を脱するに至らな

い状況が続きました。

　フードサービス業界においても、競争状態は相変わらず激しく、天候不順や米国産牛肉の輸入再開時期の遅れなど、

収益環境は依然厳しい状況が続いております。

　このような環境下の中、当社グループは安心、安全な食材を確保するとともに、お客様に「選べる楽しさ」をご提

供するための品揃えを継続しつつ、出店エリア別品揃えにも着手を始めました。

　その結果としてオリジン弁当75店舗、オリジンダイニング「Ｚ.Ｅ.Ｎ」８店舗、中華「東秀」３店舗の合計86店舗

を新規出店し、当連結会計年度末では 671店舗になりました。

　こうした営業活動を行ってまいりましたが、当連結会計年度における既存店の売上高は前期比94.1％と低迷、全体

の売上高は500億18百万円（前年同期比5.4％増）と増収を確保するに止まりました。

　利益面においては、パートアルバイトの昇給制度を見直したこと等により人件費の負担が増加し、原価率の改善や

業務の効率化による経費削減による改善はあったものの、経常利益は24億63百万円（前年同期比23.7％減）、当期純

利益４億30百万円（同67.7％減）で、増収減益となりました。

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

①　オリジン弁当部門

　売上高は、新規出店75店舗を加え455億45百万円（前年同期比5.3％増）となりました。

②　中華部門

　売上高は、新規出店３店舗を加え31億６百万円（前年同期比2.1％減）となりました。

③　新業態部門

　オリジンダイニング「ごはん屋」と、オリジンダイニング「Ｚ.Ｅ.Ｎ」の売上であり、売上高は13億35百万円

（前年同期比35.8％増）となりました。

④　その他部門

　オリジンシステム㈱の工事売上等で、売上高は30百万円（前年同期比8.7％増）となりました。

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、１億51百万

円増加し、当連結会計年度末には56億22百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は19億81百万円（前年同期比48.3％減）となりました。

　これは主に減損損失が８億11百万円発生しましたが、既存店の売上が低迷したことにより、税金等調整前当期純

利益が17億28百万円減少したこと等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）

　投資活動の結果使用した資金は16億66百万円（前年同期比15.7％減）となりました。これは主に新規出店による

建物及び構築物の有形固定資産の取得に14億36百万円、その他出店による支出に３億40百万円が資金流出したこと

等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）

　財務活動の結果使用した資金は、１億63百万円（前年同期比54.9％減）となりました。これは主に配当金の支払

額が３億15百万円、長期借入金の返済による支出が１億19百万円あったことや、株式の発行による収入が２億88百

万円あったこと等によるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 64.3 62.8 64.9

時価ベースの株主資本比率（％） 174.6 206.6 292.5

債務償還年数（年） 0.2 0.1 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 284.5 554.4 436.6

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

（3）事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は、連結会計年度末（平成18年３月31日）現在において当社グループ

が判断したものであります。

　当社グループでは、これらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また発生した場合に的確な

対応を行うための努力を継続してまいります。

①オリジン弁当を主体とした出店政策について

　当社グループでは、惣菜の量り売りと弁当の併売店である「オリジン弁当」を展開するオリジン弁当部門、ラー

メン・ギョーザ・各種定食を提供する中華料理店「東秀」及びチャーシュー麺専門店「香雅」の中華部門、及び

オフィス街のランチタイムの需要に応えるためのオリジンダイニング「Ｚ.Ｅ.Ｎ」など、様々な形態を用いた店

舗展開を行っております。現状、出店エリアは、東京、神奈川、千葉、埼玉の一都三県に限定しており、平成18

年３月末現在の店舗数は671店舗であります。なかでも平成18年３月期における「オリジン弁当」の店舗数は589

店舗、オリジン弁当部門の売上高の連結売上高に占める割合は91.1％、平成18年３月期の新規出店86店舗のうち、

「オリジン弁当」を75店舗出店しており、今後もオリジン弁当部門を中心とした店舗展開を進めていく方針であ

ります。

　したがいまして、オリジン弁当部門の新規出店計画の進捗、店舗の稼動状況、或いは出店数に見合うだけの人

材確保、人材育成状況などによって、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

②競合について

　当社グループが属するフードサービス業界では、当社と同様に中食事業を展開する同業他社、スーパーマーケッ

トやコンビニエンスストアの小売業界、ファーストフード店やレストランチェーンなどの外食産業との間で、価

格、品質、サービス等を巡って激しい競合が展開されております。

　当社グループの主力事業である「オリジン弁当」では、保存料・合成着色料の未使用、新メニューの定期的な

投入、量り売りや作りたての商品提供等の独自性を打ち出すことで、競合先との差別化を進めておりますが、当

社が提供する商品の品質、価格、或いはサービスレベルを上回る競合先が現れた場合、または更なる競合激化に

よってコスト負担がかさんだ場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

③その他外的要因に起因した経営成績への影響について

　「食の安全」に対する消費者意識は年々高まっております。例えば、アメリカ牛の狂牛病（ＢＳＥ）発生、鳥

インフルエンザによる食肉の輸入禁止等は、フードサービス業界のみならず大きな社会問題へと発展しておりま

す。当社グループでは、カントリーリスクの分散、多面的な仕入ルートの確保等を進めることで、これらの問題

による影響を最小限に食い止めるべく対応していく方針であります。

　また、冷夏、暖冬、長雨等の天候不順が続いた場合、季節対応商品の売れ行きが鈍るほか、来店客数等にも影

響が出る可能性があります。
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　したがいまして、これら外部要因により、消費マインドが左右されることによって、当社グループの経営成績

に影響を与える可能性があります。

④食品衛生法等の法的規制について

　当社グループの事業は食品衛生法上による規制から、管轄保健所を通しての営業許可取得を必要としております。

　当社グループでは食品衛生上、法の遵守を基本方針としており、各店舗で日常的に食品の品質管理や店舗の衛

生管理を行っております。従業員の衛生管理についても、内部監査室等の臨店チェックと本部役職員の抜き打ち

での立入調査を行う等で管理を徹底しております。また、万一の事態に備えて、食中毒賠償保険を含んだテナン

ト総合保険契約を締結しております。

　上野原工場内には、検査課を設置し工場の細菌検査を行うと同時に、社長直轄の部署として品質管理室を設置

しており、店舗の商品並びに施設の細菌検査を定期的に実施し、万全を期しております。

　しかしながら、当社の営業店舗や工場において、何らかの衛生問題が生じ、当該問題を要因として来店客数の

減少や店舗売上高の減少等が生じた場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

⑤短時間労働者（パートタイマー）等の雇用について

　厚生労働省では、企業の正社員のみならず、そこで就労するパートタイマーや派遣社員等の残業に対しても割

増賃金の支払を企業側に義務付ける新法案を、平成18年度の実施を目指す方針を打ち出しております。

　当社グループでは、平成18年３月末現在、10,000人以上の臨時従業員を擁しているとおり、多数の短時間労働

者を雇用しており、今後も多店舗展開を進めていく上でも、短時間労働者の継続雇用は当社グループにとっても

重要な経営施策と考えております。

　これら、短時間労働者を対象とした処遇改善、或いは年金等に関連した法改正が行われた場合、企業側の人件

費負担が増加する可能性があるため、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

⑥個人情報の保護について

　当社グループの各部門においては、個人情報保護法に定められた個人情報を取り扱っております。当社グルー

プは個人情報の漏洩防止に努めていますが、万一、個人情報が漏洩した場合には、社会的信用の失墜、訴訟の提

起による損害賠償等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

⑦システムに関するリスクについて

　当社グループでは、基幹業務システム(名称：オリジンネット）を平成16年４月より全面稼動をしております。

このシステムの品質には細心の注意を払って設計・開発を致しましたので、現在重大なシステム障害は発生して

おりません。

　しかし、コンピュータシステムの故障やプログラム不良の他、災害や停電等の諸原因によって基幹業務システ

ムに障害を起こした場合、障害規模や部位によっては、店舗への食材納品の遅延等により営業活動に支障をきた

し、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(3）次期の見通し

　次期の見通しとしましては、既存店の活性化を図るとともに積極的な出店を行い、売上高は555億70百万円（前年同

期比55億51百万円増、前年同期比11.1％増）を見込んでおります。売上総利益率については60.8％（前年同期60.9％）

で想定しており、販管費を抑制することにより、営業利益は31億17百万円（同７億50百万円円増、同31.7％増）、経

常利益は31億97百万円（同７億33百万円増、同29.8％増）、当期純利益は11億73百万円（同７億43百万円増、同

172.7％増）と増収増益を見込んでおります。

　なお新規出店は90店舗、閉鎖23店舗、2007年３月末時点で738店舗を計画しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,471,241 5,622,699  

２．売掛金 149,102 85,028  

３．棚卸資産 366,246 302,189  

４．前払費用 269,423 301,355  

５．繰延税金資産 246,410 260,946  

６．その他  496,331 528,083  

　　貸倒引当金 △4,103 △6,687  

流動資産合計 6,994,653 38.6 7,093,616 39.3 98,962

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物及び構築物 ※３ 5,409,889 5,017,067  

(2）土地 ※３ 1,040,862 1,020,148  

(3）その他 167,817 155,789  

有形固定資産合計 6,618,569 36.6 6,193,005 34.4 △425,564

２．無形固定資産 41,397 0.2 40,383 0.2 △1,013

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※2,3 410,316 229,440  

(2）長期前払費用 201,011 183,941  

(3）長期差入保証金  2,882,315 3,048,474  

(4）繰延税金資産 444,805 762,481  

(5）賃貸不動産 ※１ 446,467 435,974  

(6）その他 80,863 63,325  

　　貸倒引当金 △10,381 △16,381  

投資その他の資産合計 4,455,397 24.6 4,707,256 26.1 251,859

固定資産合計 11,115,363 61.4 10,940,645 60.7 △174,718

資産合計 18,110,017 100.0 18,034,261 100.0 △75,755
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 2,390,807 2,273,983  

２．短期借入金 ※３ 119,760 119,760  

３．未払金 1,658,106 2,071,753  

４．未払法人税等 1,202,161 626,770  

５．未払消費税等 254,493 167,278  

６．賞与引当金 281,868 230,000  

７．その他 144,741 156,712  

流動負債合計 6,051,938 33.4 5,646,257 31.3 △405,680

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※３ 329,760 210,000  

２．退職給付引当金 127,991 154,092  

３．役員退職慰労引当金 99,688 135,590  

４．その他 127,463 192,989  

固定負債合計 684,904 3.8 692,671 3.8 7,767

負債合計 6,736,842 37.2 6,338,929 35.1 △397,913

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 3,122,532 17.3 3,266,594 18.1 144,061

Ⅱ　資本剰余金 2,945,643 16.3 3,089,630 17.1 143,987

Ⅲ　利益剰余金 5,368,901 29.6 5,407,379 30.0 38,478

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

7,375 0.0 13,027 0.1 5,652

Ⅴ　自己株式 ※５ △71,278 △0.4 △81,299 △0.4 △10,021

資本合計 11,373,174 62.8 11,695,332 64.9 322,158

負債、少数株主持分及び
資本合計

18,110,017 100.0 18,034,261 100.0 △75,755
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 47,456,156 100.0 50,018,614 100.0 2,562,457

Ⅱ　売上原価 19,066,063 40.2 19,556,196 39.1 490,132

売上総利益 28,390,093 59.8 30,462,417 60.9 2,072,324

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 25,262,471 53.2 28,095,700 56.2 2,833,229

営業利益 3,127,621 6.6 2,366,717 4.7 △760,904

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 56 9  

２．受取配当金 2,388 2,411  

３．持分法による投資利益 14,227 4,860  

４．受取家賃 39,616 39,590  

５．自販機受取手数料 92,885 80,666  

６．補償金収入 20,896 －  

７．その他 5,874 175,944 0.4 19,037 146,576 0.3 △29,367

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 7,002 4,792  

２．現金過不足 12,769 12,016  

３．減価償却費 11,813 10,493  

４．上場費用 26,269 －  

５．その他 18,153 76,008 0.2 22,329 49,631 0.1 △26,376

経常利益 3,227,558 6.8 2,463,662 4.9 △763,895

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 － 6,151  

２．立退補償金 67,614 10,000  

３．その他 － 67,614 0.1 897 17,048 0.0 △50,566

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※３ 372,725 198,209  

２．減損損失  ※５ － 811,332  

３．公開買付対応費用  － 251,960  

４．その他 103,578 476,303 1.0 129,118 1,390,621 2.7 914,317

税金等調整前当期純利益 2,818,869 5.9 1,090,090 2.2 △1,728,779

法人税、住民税及び事業
税

1,496,553 995,842  

過年度法人税等  ※４ 419,110 －  

法人税等調整額 △427,981 1,487,682 3.1 △336,140 659,702 1.3 △827,980

当期純利益 1,331,186 2.8 430,387 0.9 △900,798
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,891,215 2,945,643

資本準備金期首残高

 Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株発行 54,428 54,428 143,987 143,987

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,945,643 3,089,630

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 4,326,168 5,368,901

利益剰余金期首残高

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 1,331,186 1,331,186 430,387 430,387

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 262,253 316,322

役員賞与 26,200 32,200

持分法適用会社減少による
減少高

－ 288,453 43,386 391,909

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,368,901 5,407,379
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,818,869 1,090,090

減価償却費 1,294,609 1,233,389

減損損失 － 811,332

引当金の増減額
（減少：△）

107,427 18,717

投資有価証券売却益 － △6,151

固定資産除売却損益 372,725 197,768

持分法による投資利益 △14,227 △4,860

受取利息及び配当金 △2,444 △2,421

支払利息 7,002 4,792

売上債権の増減額　（増
加：△）

△14,510 64,074

棚卸資産の増減額（増
加：△）

9,677 64,056

その他の流動資産の増減
額(増加：△）

△146,609 △147,936

仕入債務の増減額（減
少：△）

326,944 △95,791

未払消費税等の増減額
（減少：△）

33,861 △87,215

その他の流動負債の増減
額（減少：△）

320,767 383,103

その他 116,670 15,874

役員賞与の支払額 △26,200 △32,200

小計 5,204,563 3,506,621

利息及び配当金の受取額 6,694 6,671

利息の支払額 △6,917 △4,538

法人税等の支払額 △1,369,339 △1,527,576

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

3,835,001 1,981,178
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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

△1,550,084 △1,436,840

有形固定資産の売却によ
る収入

－ 1,650

関係会社株式の売却によ
る収入

－ 39,150

投資有価証券の売却によ
る収入

－ 108,476

貸付金の回収による収入 2,364 1,591

出店による支出 △412,538 △340,202

閉店による収支 △2,138 △35,238

賃貸不動産の取得による
支出

△5,251 －

その他の投資活動による
支出(純額)

△9,387 △5,104

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,977,035 △1,666,518

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の返済による
支出

△201,345 △119,760

株式の発行による収入 108,856 288,048

自己株式の取得による支
出

△7,541 △15,594

配当金の支払額 △262,174 △315,897

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△362,204 △163,203

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

1,495,760 151,457

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,975,481 5,471,241

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

5,471,241 5,622,699
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

オリジンシステム㈱

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

オリジンシステム㈱

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　　　　１社

会社名

㈱ニックフーズ

持分法適用会社のうち、決算日が異なる

会社については、当該会社の事業年度に

係る財務諸表を使用しております。

持分法適用の関連会社数　　－社

  なお、従来関連会社でありました㈱ニッ

クフーズは、株式の売却によって関連会社

でなくなったため、当連結会計年度より持

分法の適用範囲より除外しております。

　ただし売却するまでの期間に係る損益に

ついては、連結財務諸表に含めております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な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

連結期末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）

(1）重要な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

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②棚卸資産

店舗仕込材料、半製品、原材料、仕掛

品

総平均法による原価法

②棚卸資産

店舗仕込材料、半製品、原材料、仕掛

品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

③デリバティブ

時価法（ただし、特例処理の要件を満

たしている場合には、ヘッジ手段につ

いて時価評価をしておりません。）

③デリバティブ

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び賃貸不動産

定率法

なお、主な耐用年数はつぎのとおりで

あります。

建物及び構築物　８年～65年

その他　　　　　３年～15年

賃貸不動産　　　６年～60年

なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却をしております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び賃貸不動産

同左 
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②無形固定資産

定額法

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

 

③長期前払費用

均等償却

③長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛金等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等の特定の債

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。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、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

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

③退職給付引当金

同左

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金規程に基づく連結会計年

度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）重要な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）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

通貨スワップ取引については、繰延

ヘッジ処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

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 ヘッジ対象

通貨スワップ 外貨建輸入予定

取引及び買掛金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

③ヘッジ方針

ヘッジ対象額が実需の範囲内で、為替

の変動リスクを回避する目的で行って

おります。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

通貨スワップ取引については、ヘッジ

対象となる外貨建輸入予定取引に関す

る重要な条件が同一であるため、ヘッ

ジに高い有効性があると判断し、ヘッ

ジの有効性の判定を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重

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、

税抜き方式によって処理しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

　消費税等の処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出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

らなります。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、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

により税金等調整前当期純利益は811,332千円減少しており

ます。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「減価償却費」は、当連結会計年度にお

いて、営業外費用の 100分の10を超えたため区分掲記しま

した。

　なお、前連結会計年度の「減価償却費」は4,050千円で

あります。

 ―――――

追加情報

前連結会計年度 
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (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

表示方法）

　実務対応報告第12号「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方法についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表さ

れたことに伴い、当連結計年度から、同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割95,257千円を販

売費及び一般管理費として処理しております。

 ―――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年3月31日）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

※１．有形固定資産及び賃貸不動産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産及び賃貸不動産の減価償却累計額

4,616,227千円 6,056,565千円

 　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。  ―――――

投資有価証券（株式） 166,970千円

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

建物及び構築物 400,415千円

土地 868,042 〃

計 1,268,457千円

建物及び構築物 381,009千円

土地 868,042 〃

計 1,249,051千円

　上記物件については、長期借入金435,000千円（１

年以内に返済予定の長期借入金119,760千円を含む）

の担保に供しております。

　上記物件については、長期借入金329,760千円（１

年以内に返済予定の長期借入金119,760千円を含む）

の担保に供しております。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式17,604,644株で

あります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式17,767,444株で

あります。

※５．当社及び持分法を適用した関連会社が保有する自己

株式の数は、普通株式40,282株であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式36,637株

であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

雑給 9,461,746千円

賃借料 2,754,369 〃

賞与引当金繰入額 272,204 〃

役員退職慰労引当金繰入額 33,949 〃

退職給付費用 158,535 〃

雑給 10,896,706千円

賃借料 3,051,037 〃

賞与引当金繰入額 221,900 〃

役員退職慰労引当金繰入額 40,501 〃

退職給付費用 215,481 〃

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、7,788千円で

あります。

　なお、当期製造費用には、研究開発費は含まれてお

りません。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、11,560千円で

あります。

　なお、当期製造費用には、研究開発費は含まれてお

りません。

※３．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物及び構築物 272,606千円

その他 100,118 〃

合計 372,725千円

建物及び構築物 144,215千円

その他 53,994 〃

合計 198,209千円

 ※４．過年度法人税等

　このうち、国税不服審判所に対して審査請求をして

おりました法人税の更正処分について、当連結会計年

度において決定が行なわれ、仮払税金として計上して

いた 133,027千円を含め、 279,110千円を計上してお

ります。

 ―――――

 ―――――  ※５．減損損失の内訳は次の通りであります。

　当連結会計年度において当社グループは以下のグ

ルーピングについて減損損失を計上しております。

用途・場所 種類
減損損失

（千円）

店舗

（東京都豊島区他） 
建物等 775,845

賃貸資産 

（東京都八王子市）
土地、建物 24,902

遊休資産

（長野県諏訪郡）
 土地 10,584

 合計  811,332

 　当社グループは減損損失を認識するにあたり、店

舗、賃貸資産及び遊休資産をキャッシュ・フローを生

み出す最小単位としてグルーピングしております。ま

た、本社及び工場等につきましては、全社資産として

グルーピングしております。

　グルーピングの最小単位である店舗、賃貸資産にお

ける営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は

マイナスとなる見込みである資産グループ及び、遊休

状態にあり今後の使用目的が立っていない資産グルー

プの帳簿価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。 
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

種類 金額（千円）

 建物 544,648

 リース資産 213,644

 土地 20,714

 長期前払費用 18,619

 器具備品 13,706

 合計 811,332

　資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使

用価値により測定しております。正味売却価額は、固

定資産税評価額等を基に算定した金額により評価して

おります。また使用価値は、将来キャッシュ・フロー

を４％で割り引いて計算しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結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連結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３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,471,241千円

現金及び現金同等物 5,471,241千円

現金及び預金勘定 5,622,699千円

現金及び現金同等物 5,622,699千円
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

①　株式 18,506 31,864 13,357 28,519 50,600 22,081

②　債券

国債、地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 18,506 31,864 13,357 28,519 50,600 22,081

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

①　株式 12,337 11,481 △856 － － －

②　債券

国債、地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

小計 12,337 11,481 △856 － － －

合計 30,844 43,345 12,501 28,519 50,600 22,081

(注）減損処理を行ったその他有価証券の取得原価については、減損処理後の帳簿価額を記載しております。なお、前

連結会計年度及び当連結会計期間においては減損処理の対象がないため、その計上を行っておりません。減損処理

に当たっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、

30～50％下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を

行っております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日現在）

　　　　　　　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日現在）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

108,476 6,151 －
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日現在）

（その他有価証券）

非上場のユーロ円建社債 100,000千円

非上場株式 100,000　〃

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日現在）

（その他有価証券）

非上場株式 100,000千円

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日現在）

（債券） １年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内

社債 － 100,000千円 －

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

①　取引の内容及び利用目的等

　外貨建輸入予定取引について円貨によるキャッシュ・

フローを確定させるため通貨スワップ取引を利用して

おります。　

１．取引の状況に関する事項

①　取引の内容及び利用目的等

同左

(1）ヘッジ会計の方法

　通貨スワップ取引については、繰延ヘッジ処理を採

用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨スワップ 外貨建輸入予定

取引及び買掛金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

 ヘッジ対象額が実需の範囲内で、為替の変動リス

クを回避する目的で行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　通貨スワップ取引については、ヘッジの対象とな

る外貨建輸入予定取引に関する重要な条件が同一で

あるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

②　取引に対する取組方針

　為替の変動リスクの回避を目的としてのみ行ってお

ります。したがって利益を得ることを目的にした投機

目的のためにデリバティブ取引を利用しておりません。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引に係るリスクの内容

　通貨スワップ取引については、為替変動といった相

場変動リスクがありますが、ヘッジ対象となる外貨建

輸入予定取引に関する重要な条件が同一であるため、

キャッシュ・フローを固定して完全に減殺するものと

判断しております。

③　取引に係るリスクの内容

同左

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の利用目的及びリスク管理方針な

どの基本方針については、当社の財務担当部門が定め、

その実行状況を監督し、取締役会に報告をしておりま

す。

④　取引に係るリスク管理体制

同左

⑤　取引の時価等に関する事項についての補足的説明

　「取引の時価等に関する事項」における契約額等は、

この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量

を示すものではありません。

⑤　取引の時価等に関する事項についての補足的説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

（通貨関連）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分 取引の種類

契約額等(千円)
時価

（千円）

評価損

益

(千円)

契約額等(千円)
時価

（千円）

評価損

益

(千円)
うち１年

超

うち１年

超

市場取

引以外

の取引

通貨スワップ

受取米ドル・

支払円
14,865,226 14,865,226 △113,188 △113,188 14,865,226 14,865,226 36,242 36,242

合計 14,865,226 14,865,226 △113,188 △113,188 14,865,226 14,865,226 36,242 36,242

　（注）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．時価の算定方法 １．時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定

しております。

同左
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と

同業種企業グループで組織する総合設立型厚生年金基

金制度（外食産業ジェフ厚生年金基金）を有していま

す。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項（平成17年3月31日現在） ２．退職給付債務に関する事項（平成18年3月31日現在）

（単位：千円） （単位：千円）

イ． 退職給付債務 △127,991

ロ． 年金資産 －

ハ． 未積立退職給付債務 △127,991

ニ． 未認識数理計算上の差

異

－

ホ． 退職給付引当金 △127,991

イ． 退職給付債務 △154,092

ロ． 年金資産 －

ハ． 未積立退職給付債務 △154,092

ニ． 未認識数理計算上の差

異

－

ホ． 退職給付引当金 △154,092

総合設立型厚生年金基金については、事業主ご

とに掛金が一律であり、自社の拠出に対する年

金資産の額を合理的に区分できないため、掛金

要拠出額を年金費用として処理しております。

また、基金全体の給与総額に対する当社の給与

割合により計算した年金資産の額は、2,242,896

千円（平成16年3月31日現在）であります。

総合設立型厚生年金基金については、事業主ご

とに掛金が一律であり、自社の拠出に対する年

金資産の額を合理的に区分できないため、掛金

要拠出額を年金費用として処理しております。

また、基金全体の給与総額に対する当社の給与

割合により計算した年金資産の額は、2,789,882

千円（平成17年3月31日現在）であります。

３．退職給付費用に関する事項

（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項

（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

（単位：千円） （単位：千円）

イ． 勤務費用 18,074

ロ． 利息費用 1,595

ハ． 期待運用収益 －

ニ． 数理計算上の差異の費

用処理額

6,669

ホ． 総合型厚生年金基金へ

の拠出額

198,606

ヘ． 従業員拠出額（減算） △62,468

ト． 退職給付費用 162,477

イ． 勤務費用 21,098

ロ． 利息費用 1,919

ハ． 期待運用収益 －

ニ． 数理計算上の差異の費

用処理額

10,606

ホ． 総合型厚生年金基金へ

の拠出額

292,980

ヘ． 従業員拠出額（減算） △105,883

ト． 退職給付費用 220,723

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ． 割引率 1.5％

ロ． 期待運用収益率 －％

ハ． 退職給付見込額の期間

配分方法

期間定額基準

ニ． 数理計算上の差異の処

理年数

１年（発生した連結

会計年度において、

一括費用処理してお

ります。）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ． 割引率 1.5％

ロ． 期待運用収益率 －％

ハ． 退職給付見込額の期間

配分方法

期間定額基準

ニ． 数理計算上の差異の処

理年数

１年（発生した連結

会計年度において、

一括費用処理してお

ります。）
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産

賞与引当金 115,566

未払事業税 50,091

未払事業税外形分 39,055

未払事業所税 14,128

その他 28,150

繰延税金資産合計 246,992

繰延税金負債

貸倒引当金 582

繰延税金負債合計 582

繰延税金資産の純額 246,410

繰延税金資産

賞与引当金 94,300

未払事業税 34,590

減損損失 30,294

未払事業税外形分 21,156

未払事業所税 16,079

その他 64,972

繰延税金資産合計 261,392

繰延税金負債

貸倒引当金 409

その他 36

繰延税金負債合計 446

繰延税金資産の純額 260,946

(2）固定の部 (2）固定の部

繰延税金資産

減価償却超過額 329,112

退職給付引当金 51,225

役員退職慰労引当金 40,872

貸倒引当金 4,146

その他 19,270

未実現利益の消去 153,727

繰延税金資産小計 598,353

評価性引当額 △148,423

繰延税金資産合計 449,930

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,125

繰延税金負債合計 5,125

繰延税金資産の純額 444,805

繰延税金資産

減価償却超過額 383,697

減損損失 235,837

退職給付引当金 63,177

役員退職慰労引当金 55,591

貸倒引当金 8,021

その他 22,140

未実現利益の消去 149,427

繰延税金資産小計 917,893

評価性引当額 △146,358

繰延税金資産合計 771,534

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 9,053

繰延税金負債合計 9,053

繰延税金資産の純額 762,481

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 41.0

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

住民税均等割 5.5

過年度法人税等 5.6

未実現利益 0.5

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.8

法定実効税率 41.0

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4

住民税均等割 15.3

未実現利益 △0.2

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.5
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　当企業集団は外食事業を主としており、その売上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の

合計、営業利益及び全セグメント資産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当企業集団は外食事業を主としており、その売上高、営業利益及び資産の金額が全セグメントの売上高の

合計、営業利益及び全セグメント資産の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日現在）

　　該当事項はありません。

　当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日現在）

 （1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

個人主要株

主
安沢晃子 －　 －

コーワ㈱

役員

(被所有)

直接9.95

 間接8.06 

－ －
車両運搬具

の売却 
1,650  － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。

　　　　２．安沢晃子氏は平成17年８月10日付にて、当社株式を譲渡したことにより、関連当事者には該当しなくなりま

した。

３．車両運搬具の売却価額については、一般的な査定価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額   645円74銭

１株当たり当期純利益金額   74円14銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
  73円99銭

１株当たり純資産額    659円61銭

１株当たり当期純利益金額     24円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
    24円37銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 1,331,186 430,387

普通株主に帰属しない金額（千円） 31,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (31,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,300,186 430,387

期中平均株式数（千株） 17,534 17,625

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

普通株式増加数（千株） 37 40

（うち新株予約権(千株)） (37) (40)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権の

数2,180個）

新株予約権２種類（新株予約権の

数492個）

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産の状況

品目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

ギョーザ 千食 5,182 94.4

中華丼パック 千食 812 92.8

ホイコールパック 千食 443 100.9

シュウマイ 千食 1,628 75.7

チャーシュー 　kg 53,130 109.4

たれ類 　kg 1,009,250 89.3

コロッケ 千個 6,013 94.0

(2）受注状況

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

(3）販売の状況

区分

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

オリジン弁当部門 45,545,430 105.3

中華部門 3,106,845 97.9

新業態部門 1,335,457 135.8

その他 30,880 108.7

合計 50,018,614 105.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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