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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）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 9,489 (   3.4) 215 (△37.4) 120 (△60.0)

17年３月期 9,180 (  13.1) 343 (  91.7) 300 (  91.0)

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 31 (△79.3) 3,698 67 3,552 65 2.6 1.5 1.3

17年３月期 154 ( 165.0) 21,610 82 － － 16.5 4.2 3.3

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円
②期中平均株式数 18年３月期 8,637株 17年３月期 7,155株
③会計処理の方法の変更 有
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）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 3,700 00 0 00 3,700 00 32 100.0 2.2

17年３月期 4,000 00 0 00 4,000 00 28 18.5 2.8

(3）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 7,872 1,471 18.7 165,331 77

17年３月期 7,818 1,020 13.1 142,645 86

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 8,898株 17年３月期 7,155株
②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －株

(4）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 499 △1,397 81 500

17年３月期 1,066 △1,585 993 1,316

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 4,946 68 31 0 00 　― 　―

通　期 10,308 200 79 　― 3,700 00 3,700 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　8,914円25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場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び非連結子会社１社で構成されております。現在、当社では、フランチャイズシステムに

よってチェーン展開しておりますフランチャイジー事業16業態、当社自らが運営しておりますオリジナルブランド事業

６業態、フランチャイザーとして２業態・エリアフランチャイザーとして５業態を運営しております。

　事業内容は、以下のとおりであります。

 

フランチャイジー事業として下記の事業を展開しております。 （平成18年３月31日現在）

事業部門別 事業内容 店舗数 契約数

飲食部門

　ミスタードーナツ ドーナツ専門店 32 －

　モスバーガー ハンバーガー専門店 3 －

　ザ・どん 海鮮丼専門店 2 －

　焼肉五苑 焼肉専門店 2 －

　アフロディーテ クレープ専門店 4 －

　おむらいす亭 オムライス専門店 9 －

　ドトールコーヒーショップ コーヒー専門店 1 －

　はなまるうどん セルフ讃岐うどん専門店 1 －

　暖中 中華料理専門店 8 －

　北前そば高田屋 蕎麦主体の和風居酒屋 2 －

  ヤマダモンゴル ジンギスカン専門店 － －

  エリアフランチャイザー

　　暖中 中華料理専門店 － 4

　　北前そば高田屋 蕎麦主体の和風居酒屋 － 13

　　北前炙り高田屋 炙り焼主体の和風居酒屋 － －

 　 とり鉄 焼鳥主体の居酒屋 － －

小計 64 17

 物販部門   

　ＴＳＵＴＡＹＡ
 ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ等のレンタル及び販売、書籍・文

具の販売
6 －

　ＤｏＣｏＭｏショップ  携帯電話の販売・修理 1 －

　スペースクリエイト自遊空間
 インターネット・ビリヤード等アミューズメント複合カ

フェ
4 －

  セリア生活良品  100円ショップ 1 － 

小計  12 －

 ウェルネス部門    

  リラックス  リラクゼーションサロン 6 － 

  エリアフランチャイザー    

 　 リラックス  リラクゼーションサロン － － 

小計  6 － 

合計  82 17

- 2 -



オリジナルブランド事業として各に事業を展開しております。  

事業部門別 事業内容 店舗数 契約数

飲食部門

　かつてん 丼専門店 8  － 

　かついち とんかつ専門店 1 － 

　ＣＡＦＥ´Ｓｔａ
スペシャリティコーヒーとフレッシュジュースのカフェ

・デザート・軽食店
3 － 

　つるッと讃岐 うどん専門店 1 － 

  フランチャイザー    

 　 かつてん  丼専門店 － 1 

小計 13 1

 物販部門    

　ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  本・ゲームソフト・ＣＤ等のリサイクル店 12  －

　ＮＥＴ・ＯＮＥ  家電・家具・衣料品等のリサイクル店 2  －

  フランチャイザー    

　  ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  本・ゲームソフト・ＣＤ等のリサイクル店 　－ 5

小計  14 5

合計  27 6

 

非連結子会社の㈱フジックスは、コンビニエンスストア「ローソン」（１店舗）を経営しております。

 

　当社はこれまで複数のフランチャイズ本部と加盟店契約を締結し、多店舗化を行なうことで事業展開を図って参り

ました。しかし、フランチャイズ契約におけるパッケージのルールとして独自の発想を持ち込むことは制限されてお

ります。当社は今まで培ったノウハウを活かし、社訓であります「創意」・「熱意」・「誠意」を発揮する場として

オリジナルブランド事業を開発し、出店にも尽力して参りました。

　フランチャイジー事業における経験とノウハウの蓄積をオリジナルブランド事業の開発に活かすことと、各種の異

なる業種・業態の店舗運営や顧客サービスの良い面をそれぞれ取り入れる当社独自の「シナジー経営」は、当社のビ

ジネスモデルでなければ成しえないものであり、店舗運営における効率性・生産性の向上、店舗の活性化とサービ

ス・品質の向上等、大きな効果をもたらしております。

　消費者のニーズが変化し、多様化がますます進行する中で当社は24業態を数える「多業種・多業態」展開へ変化し

て参りました。この事は出店場所の選択肢が広がるとともに出店場所による業態の選定と組み合わせが可能となりま

す。今後とも日々、お客様と直接接する業務の中から顧客ニーズの変化を適格に把握し、多様化が予測されるライフ

スタイルの変化にも対応するべく、業態間のサービスやノウハウを融合させて参りたいと考えております。

　なお、出店に関する基本姿勢として、フランチャイジー事業・オリジナルブランド事業の双方の展開における、直

営店を中心とした事業戦略を今後も継続するとともに、「暖中」・「北前そば高田屋」・「北前炙り高田屋」・「と

り鉄」・「リラックス」の５業態のエリアフランチャイズ本部及び、オリジナルブランドである「かつてん」・「Ｂ

ＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」のフランチャイズ本部として加盟店の募集を行ない、経営の指導・援助を行なうべく、こ

れらの事業の拡大を図って参ります。
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[事業系統図]

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

 

オリジナルブランド 

 かつてん 

 かついち 

 ＣＡＦＥ´Ｓｔａ 

 つるッと讃岐 

 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ 

 ＮＥＴ・ＯＮＥ 

フランチャイザー 

 かつてん 

 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ 

 

オリジナルブランド事業 

当 社 

フランチャイジー事業 

フランチャイジー 

 ミスタードーナツ 

 モスバーガー 

 ザ・どん 

 焼肉五苑 

 アフロディーテ 

 おむらいす亭 

 ドトールコーヒーショップ 

 はなまるうどん 

 ＴＳＵＴＡＹＡ 

 スペースクリエイト自遊空間 

 セリア生活良品 

 ヤマダモンゴル 

 ＤｏＣｏＭｏショップ 

エリアフランチャイジー 

 暖中 

 北前そば高田屋 

 リラックス 

エリアフランチャイザー 

 暖中 

 北前そば高田屋 

 北前炙り高田屋 

 とり鉄 

 リラックス 

一般消費者 

㈱フジックス 

ＦＣ本部 

㈱ダスキン 

㈱モスフードサービス 

㈱どん 

五苑マルシン㈱ 

ライトクロス㈱ 

㈱オーズ・インターナショナル 

㈱ドトールコーヒー 

㈱はなまる 

㈱ＴＳＵＴＡＹＡ 

㈱ランシステム 

㈱セリア 

㈱東京タスコ （注） 

ドコモサービス北海道㈱ 

ＦＣ本部 

㈱東京タスコ （注） 

㈱ＯＭＧ 

フランチャイズ契約 

フランチャイズ契約 

エリアフラン

チャイズ契約 

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約 

100％出資 
不動産の賃貸 

非連結子会社 

商品・サービスの提供 

中古品の販売 

中古品の買取 

商品・サービスの提供 

加盟店 

加盟店 

販売代理店契約 

 （注）平成18年５月１日を以って㈱タスコシステムが持株会社への移行に伴ない、契約上の地位を㈱東京タスコへ承継い

たしました。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　一般店頭顧客に直接応対する事業を営む当社にとって、どれだけ地域の皆様に愛され、どれだけお役に立てるか

が事業の大前提であると考えております。したがって「地域の皆様から支持を受け、信頼される企業でありたい」

という強い信念をもって、これを経営理念としております。

　飲食店並びに物販店を通じて当社が販売するものは単に食事や物品だけではなく、お客様の生活を様々に彩る「心

の豊かさ」の販売を目指しております。今後も社訓であります「創意」・「熱意」・「誠意」をもって取組みたい

と考えております。

 

（２）利益配分に関する基本方針

　当社の事業であります店舗展開は長期的な展望にたっての事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基

盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であると考えております。企業体質の強化・充実と今後の事業

展開に備えるため内部留保に努めるとともに、株主各位への利益還元として業績に応じた配当を実施することを基

本方針としております。

 

（３）投資単位の引き下げに関する基本方針

　当社は株式の流動性の向上ならびに株主数の増加を経営上の重要な課題と認識しており、これまでに平成16年９

月10日付をもって普通株式１株を３株に分割しておりますが、投資単位の引き下げについては株価水準や市場の動

向を総合的に勘案し慎重に検討してまいります。

 

（４）目標とする経営指標

　当社が目標とする経営指標として、経常利益率の安定的な成長を重視しております。常にコスト削減および収益

改善意識を持ち、経常利益率の向上に努めております。なお、当事業年度は経常利益率1.3％、中期的な目標といた

しまして経常利益率5.0％を目標としております。

 

（５）中長期的な会社の経営戦略

　フランチャイジー事業・オリジナルブランド事業の双方の展開における、直営店を出店することによる事業拡大

を中心とした経営戦略を今後も継続するとともに、エリアフランチャイズ本部並びに、「かつてん」・「ＢＯＯＫ・

ＮＥＴ・ＯＮＥ」をはじめとするオリジナルブランドの飲食・物販ブランドのフランチャイズ本部として加盟店の

募集を行ない、経営の指導・援助を行なうべく、これらの事業の拡大を図って参ります。

 

（６）会社の対処すべき課題

　当社が今後、中長期的戦略を実行していくために対処すべき課題として下記の事項を考えております。

　①更なる加盟店ネットワーク規模の拡大（加盟店の積極的募集活動）

　②加盟店の業務支援サービスの拡充と向上

　③仕入・在庫管理システム等の更なる向上

　④オリジナルブランド事業を中心とする各業態のブランドイメージの向上とお客様の利用意向度の向上

　⑤投下資本利益率（ＲＯＩ）を基準とした出店政策の推進

　⑥人材育成プランの実施

 

 （７）親会社等に関する事項

　　　 該当事項はございません。

 

 （８）内部管理体制の整備・運用状況

 ①当社は、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として、社内業務全般にわたる諸規程を整備し、業務分掌、職務

権限等を規程に定めることによって、各職位の責任と権限を明確にして職務を遂行しております。

 ②内部管理体制の強化のための牽制組織として代表取締役社長直属の内部監査室を設けており、業務執行体制におい

て客観性と公正性をもって監査計画に基づき、法令関係を遵守し会社の方針に沿った業務活動が行なわれているか等

を定期的に行ない、内部業務の管理・統制の徹底にあたっております。

  また、法令並びに諸規程への準拠・整合性に対する監査の強化及び新規出店を含む全ての店舗並びに部門の内部監

査を実施しております。監査結果は内部監査室長より社長に報告を行なうと共に諸課題・問題点の改善指示を関連部

署に行ない、全社的な問題の共有化と周知徹底を図っております。
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 ③当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役１名と社外監査役２名で構成されております。原則月１回、取締

役会を開催しており必要に応じ臨時取締役会を開催し迅速な経営意思決定に努めております。更には取締役及び幹部

社員をメンバーとする業績検討会議を月１回以上開催しており、コンプライアンスを含めた業務執行状況の監督及び

月次の業績と問題点を把握し経営方針の検討の場として機能させております。

 ④コンプライアンス教育の一環として、当社の取締役及びパート・アルバイトを含む従業員を対象としたインサイ

ダー取引規制に関する教育を行なっております。また、関連部署（店舗において）個人情報管理に関する理解及び取

扱の周知徹底を図っております。

　なお、ＩＲ活動の一環として、インターネットの当社ホームページ上で経営状況その他の情報について積極的に

ディスクローズを行なっており、今後も充実を図ってまいります。

    ⑤会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　非常勤監査役も出席する定例取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じ随時臨時取締役会を開催し、経営の

基本方針や重要事項につき迅速な経営の意思決定を行なうとともに業務執行の監督に当たっております。また、業績

検討会議を月１回開催し、経営方針の検討と徹底により統一された意思のもとでの業務遂行と業務執行の進行状況の

チェックや監督、コンプライアンス遵守とリスク情報の共有と管理の徹底を行なっております。 

 

会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。

 株主総会 

取締役会 
取 締 役 ７名 

各本部・事業部 

監査役協議会（監査役３名） 

監査法人 

＜執行・監督機能＞ ＜監査機能＞ 

連携 

連携 

連携 

選任・監督 
監査 

執行 

顧
問
弁
護
士 

代表取締役社長 

内部監査室（監査員１名） 

選任・解任 

任命 

選任・解任 
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３．経営成績及び財政状態
 

 １．経営成績

 

　（1）当期の状況

 　　当事業年度におけるわが国経済は、景気の回復の兆しを見せておりますが、原油価格高騰などもあり、個人消費を

 　をめぐる環境は依然として低調なまま推移しております。

 　　当業界におきましても、個人消費の低迷が続くなか、出店増による店舗間競争の激化、厳冬などの天候条件も売上高

に大きく影響するなど、非常に厳しい環境が継続しております。また、米国産牛肉輸入禁止措置もいまだ続いていると

ともに鳥インフルエンザの影響など外食に対する消費者心理の好転は望めず、原料の価格・供給にも大きな影響を与え

ております。

　このような状況のもと、営業店舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるため、Ｑ(クオリティ)・Ｓ(サー

ビス)・Ｃ(クリンリネス)・Ｔ(トレーニング)・Ｍ(マネジメント）を心がけて運営してまいりました。

　店舗展開につきましては、従来の飲食並びに物販に加え、新規に伸長性の高いウェルネス部門を追加し当社の標榜す

る生活総合サービスの幅を広げるため、リラクゼーションサロンである「リラックス」を㈱ＯＭＧより北海道・東北地

区の６店舗を譲受すると同時にフランチャイズ加盟並びにエリアフランチャイザーの権利を取得いたしました。また、

㈱セリアが展開しております100円ショップ「セリア生活良品」にフランチャイズ加盟し１店舗出店したことなどによ

り、新規で４店舗、営業譲受による出店が10店舗となっております。また、スクラップ＆ビルドを推し進め、不採算店

等の閉鎖を３店舗並びに他企業へのレンタルを６店舗行なったことにより、当事業年度においては22業態109店舗とな

りました（前年同期末21業態104店舗）。この結果、当事業年度の売上高は9,489百万円（前年同期比3.4％増）、既存

店売上高は前事業年度比6.7％減、新規店売上高は前事業年度比103.7％増となっております。販売費及び一般管理費

は5,300百万円（同8.9％増）となり、増加の主なものは、店舗数が増加したため社員数が200名（同6名増）、平均臨時

雇用者数は766名（同31名増）となったことで、給与手当が1,891百万円（同6.9％増）となりました。支払ロイヤリティ

の発生するフランチャイジー店舗が13店舗増加したことにより252百万円（同5.0％増）となりました。地代家賃も店舗

数の増加が要因となり767百万円（同15.7％増）となっております。この結果、営業利益は215百万円（同37.4％減）、

経常利益は120百万円（同60.0％減）、当期純利益は31百万円（同79.3％減）となりました。

 

 ２．財政状態

  （流動資産）

 当事業年度末における流動資産の残高は2,406百万円（前事業年度末2,947百万円）となり、540百万円減少しました。

現金及び預金の減少（1,862百万円から1,193百万円へ669百万円減）が主な要因です。現金及び預金につきましては、

新規出店などに伴なう設備投資及び長期前払費用等によるものであります。

 　（固定資産）

 当事業年度末における固定資産の残高は5,463百万円（前事業年度末4,858百万円）となり、604百万円増加しました。

主な要因は、新規店４店舗、譲受店10店舗等を出店したことに伴なう有形固定資産の増加（2,910百万円から3,143百万

円へ233百万円増）及び加盟金等の支出による長期前払費用の増加（364百万円から502百万円へ137百万円増）並びに、

株式の時価評価により投資有価証券が増加（200百万円から409百万円へ208百万円増）したためであります。

   （流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は2,810百万円（前事業年度末2,946百万円）となり、135百万円減少しました。

主な要因は、未払法人税等の減少（117百万円から10百万円へ107百万円減）及び短期借入金が減少（500百万円から400

百万円へ100百万円減）したためであります。

   （固定負債）

 当事業年度末における固定負債の残高は3,591百万円（前事業年度末3,850百万円）となり、259百万円減少しました。

主な要因は、長期借入金の減少（2,933百万円から2,895百万円へ37百万円の減）及び社債の減少（620百万円から420百

万円へ200百万円の減）したためであります。

 　（資本)

  　当事業年度末における資本の残高は1,471百万円（前事業年度末1,020百万円）となり、450百万円増加しました。主

な要因は、公募増資等による資本金の増加（243百万円から386百万円へ143百万円増）及び資本準備金の増加（213百万

円から422百万円へ209百万円増）したためであります。　
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 　（キャッシュ・フロー）

当事業年度における現金及び現金同等物は、株式の発行による収入347百万円があったものの新規出店に伴なう有形

固定資産の取得による支出（876百万円）及びその他投資等の増加（291百万円）が主な要因となり、前会計期間の1,316

百万円に比べ、816百万円減少し、500百万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、499百万円であり、前年同期と比べ、567百万円減少しております。これは主

に、税引前当期純利益が75百万円になったこと及び法人税等の支払額が、118百万円増加したことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、1,397百万円の支出であり、前年同期と比べ187百万円支出減となりました。

これは主に、その他投資の増加（291百万円）であり、前年同期に比べ183百万円支出減となっ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・フローは、81百万円であり、前年同期と比べ、911百万円減少しております。これは主

に長期借入金の借入による収入（1,720百万円）であり、前年同期に比べ、722百万円の減少したこと等によるものであ

ります。

 

 （キャッシュ・フロー指標の推移）

項　　目 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

 自己資本比率（％） 13.2 13.1 18.7

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 25.9

 債務償還年数（年） 9.5 5.2 10.6

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.6 10.3 4.7

 　自己資本比率：自己資本／総資産

 　時価ベースの自己資本比率：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　　

※　平成16年３月期及び平成17年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場であり、かつ店

頭登録もしていないため記載しておりません。

※　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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、利払いにつきましては、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．通期の見通し

今後の見通しにつきましては、企業の設備投資増加基調を維持し、個人消費も緩やかながら回復傾向にあります。し

かしながら、当社の営業基盤であります北海道・東北につきましては、雇用環境は依然として厳しく個人消費も力強さ

がない状況であります。

　このような状況の中、当社の原点であります、Ｑ・Ｓ・Ｃ・Ｔ・Ｍを基軸に人材育成プランの実施及び投資資本利益

率（ＲＯＩ）を基準とした出店政策を推し進めることで、スクラップ＆ビルドを実施し、新規出店19店舗、閉鎖店舗４

店舗を見込んでおります。また、「暖中」等のエリアフランチャイザー並びにオリジナルブランド事業であります「Ｂ

ＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」等のフランチャイザーの積極的な展開を見込み、売上高10,308百万円（前年同期比8.6％

増）、営業利益321百万円（同49.3％増）、経常利益200百万円（同66.4％増）、当期純利益79百万円（同148.3％増）

を予想しております。なお、配当金につきましては１株当たり年間配当金3,700円（期末3,700円）を予定しております。
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 ４．事業等のリスク

 （1）フランチャイズ契約について

平成18年３月期において、当社の売上高の82.6％を占めるフランチャイジー事業において、当社は、㈱ダスキンや

㈱ＴＳＵＴＡＹＡ等と締結したフランチャイズ契約に基づいて、「ミスタードーナツ」（平成18年３月期売上高全体

の23.2％）や「ＴＳＵＴＡＹＡ」（平成18年３月期売上高全体の24.5％）等の店舗をフランチャイジーとして展開し

ております。当該契約においては、類似の事業を展開してはならないこと、ノウハウの漏洩禁止やチェーン組織の名

声を傷つけないこと等の加盟店の義務が定められており、当社がこれらに違反した場合には、当該契約を解除される

だけでなく損害賠償や営業の停止を請求される可能性があります。また、それらに付随して、飲食・物販業界におけ

る信用の低下のみならず社会的信用の低下を招くこと等により、新たなフランチャイズ契約が困難になること、違反

をしていないフランチャイズ契約においても新規出店の許可を受けるために通常より長い時間を要するようになるこ

とや既存店の来店客数が減少すること等で当社の業績が影響を受ける可能性があります。

また、フランチャイジー事業においては、フランチャイザーの経営方針、商品施策や経営状況等により、来店客数

の減少や顧客単価の低下等を招き、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社は、平成18年３月末現在において、当社が締結しているフランチャイズ契約に違反している事実はあり

ません。また、オリジナルブランド事業においては、以下のとおりフランチャイジー事業と事業内容が類似する可能

性のある店舗を展開しておりますが、当社は、現在運営している店舗につきフランチャイズ契約に違反がない旨の確

約書を各フランチャイザーから受領しております。このようにフランチャイジー事業と事業内容が類似する可能性が

あるオリジナルブランド事業の今後の出店につきましては、対象となるフランチャイザーから、出店の都度、確約書

により承認を得ることとしております。万一確約書による承認を得られない場合には、当社の事業展開等に制約を受

ける可能性があります。

フランチャイジー事業 類似する可能性のあるオリジナルブランド事業

店舗ブランド フランチャイザー 店舗ブランド

ザ・どん ㈱どん かつてん

ドトールコーヒーショップ ㈱ドトールコーヒー ＣＡＦＥ´Ｓｔａ

はなまるうどん ㈱はなまる つるッと讃岐

（注）㈱どんは、㈱ダスキンの子会社であります。
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（2）事業展開について

（a）出店政策について

当社が、平成18年３月末において直営により出店している店舗数は合計109店であり、うちフランチャイジー

事業で飲食部門64店、物販部門12店舗,ウェルネス部門6店舗の計82店舗と、オリジナルブランド事業で飲食部

門13店舗、物販部門14店舗の計27店舗を展開しております。また、出店場所は、ショッピングセンター内への出

店が平成18年３月末で58店舗と全店舗数の53％となっております。なお、フランチャイザーとしては６店舗の運

営指導等を行なっております。

当社の出店地域は、関東以北となっており、平成18年３月末において北海道76店舗、東北地方（青森県、岩手

県、秋田県、山形県、宮城県）27店舗、関東地方（栃木県、東京都、群馬県、神奈川県）6店舗であります。

従来、当社はフランチャイジー事業の飲食部門を中心とした出店を行なう一方、賃借先との交渉の上、不採算

店等を退店することで業容の拡大を図ってきました。今後は、出店地域について従来から展開している北海道、

東北及び関東地方を重視して店舗数の拡大等を図っていく方針でありますが、出店条件に合致する物件が確保で

きないこと等により計画通りに出店できない場合や、競合状況等により出店後の販売状況が芳しくない場合等に

おいて、当社の事業計画や業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 
第24期

(自平成13年４月１日
至平成14年３月31日)

第25期
(自平成14年４月１日
至平成15年３月31日)

第26期
(自平成15年４月１日
至平成16年３月31日)

第27期
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

 第28期
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

売上高(千円) 6,749,963 7,312,179 8,119,687 9,180,917 9,489,696

 

フランチャイジー事業

(千円)
5,746,384 5,891,744 6,466,902 7,590,968 7,840,750

オリジナルブランド事業

(千円)
1,003,578 1,420,435 1,652,785 1,589,948 1,648,945

営業利益(千円) 291,941 205,399 179,151 343,455 215,080

経常利益(千円) 255,564 153,756 157,593 300,939 120,499

特別損失のうち退店等に伴な

う損失(千円)
45,209 － 50,896 31,659 2,882

当期純利益(千円) 80,976 112,522 58,355 154,625 31,945

フランチャイジー事

業

期末店

舗数

(店)

39 48 59 71 82

 

飲食部門

期末店

舗数

（店）

31 41 52 62 64

物販部門

期末店

舗数

（店）

8 7 7 9 12

ウェルネス部門

期末店

舗数

（店）

－ － － － 6

オリジナルブランド

事業

期末店

舗数

(店)

15 24 32 33 27

 

飲食部門

期末店

舗数

（店）

1 8 19 19 13

物販部門

期末店

舗数

（店）

14 16 13 14 14

合計

出店数

(店)
10 19 29 13 14

閉店数

(店)
3 1 10 － 9

期末店

舗数

(店)

54 72 91 104 109

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．退店等に伴なう損失は、固定資産除却損、固定資産売却損及び店舗閉鎖損の合計額であります。

３．上記店舗数は、直営店舗のみとなっております。

４．出店数には譲受店舗が含まれております。

 ５．閉店数にはレンタル店舗が含まれております。
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（b）有利子負債依存度について

当社は、新規出店に際して建物入居のための敷金保証金、店舗建築、内装設備等のための資金が必要となりま

す。加えて、フランチャイジー事業においては、加盟金、加盟保証金等の資金が必要となります。当社はこれら

の資金を金融機関からの借入金及び社債の発行等により賄っているため、負債・資本合計に占める有利子負債の

比率が高い水準にあり、平成18年３月期末で67.5％となっております。また、平成18年３月期における支払利息

と社債利息の合計額は110,739千円であり、売上高の1.2％となっております。

今後につきましては、自己資本の強化に努める方針でありますが、金利動向及び金融情勢の変化等による支払

利息及び社債利息の増加等により、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 
第24期

(自平成13年４月１日
至平成14年３月31日)

第25期
(自平成14年４月１日
至平成15年３月31日)

第26期
(自平成15年４月１日
至平成16年３月31日)

第27期
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

第28期 
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

（負債の部）      

短期借入金(千円) 739,940 705,417 1,080,900 500,000 400,000

１年以内返済予定の長期借

入金(千円)
601,358 652,636 859,815 1,294,670 1,395,220

１年以内償還予定の社債

(千円)
－ － 120,000 200,000 200,000

社債(千円) － － 450,000 620,000 420,000

長期借入金(千円) 1,496,255 1,573,465 2,036,762 2,933,532 2,895,598

小計（Ａ）(千円) 2,837,553 2,931,518 4,547,477 5,548,203 5,310,819

負債・資本合計（Ｂ）

(千円)
4,435,469 4,947,417 6,475,325 7,818,100 7,872,867

（Ａ）／（Ｂ） 64.0％ 59.3％ 70.2％ 71.0％ 67.5％ 

（c）敷金保証金について

当社は、出店に際して賃借物件により店舗開発を行なうことを基本方針としており、平成18年３月末現在、

109店舗中、92店舗につき土地及び建物を賃借し、13店舗につき土地を賃借しております。その結果、敷金保証

金の資産合計に占める割合は、平成18年３月末現在15.0％となっております。当該敷金保証金は賃貸借契約の終

了をもって当社に返還されるものでありますが、賃借先の経営状況等によっては、当該店舗に係る敷金保証金の

返還や店舗営業の継続に支障等が生じる可能性があります。

また、当社店舗の不採算等により当社が賃貸借契約終了前の解除を行なった場合には、当該契約に基づき敷金

保証金の一部又は全部が返還されないことや将来において当該賃借先が保有する物件の当社による賃借が困難と

なる可能性があります。

（d）エリアフランチャイザー事業について

当社は、「暖中」、「北前そば高田屋」、「北前炙り高田屋」、「とり鉄」及び「リラックス」のエリアフラ

ンチャイザー契約を締結しております。今後は、従来のフランチャイジー事業及びオリジナルブランド事業に加

えて、当該事業を推進していく方針であります。

但し、加盟店の出店に際しては、出店条件に合致した物件が確保できないこと等により出店数や出店時期が当

社の計画通りに進まない場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（e）人材の育成及び確保について

当社の事業の柱である店舗運営においては、高品質の商品とサービスを顧客に提供するため優秀な人材を必要

としており、店舗責任者は時間を掛けて教育することが必要であります。当社は、店舗責任者はすなわち社長代

行であるとの認識から従来からその育成には十分な時間を掛けており、各フランチャイザーが定める研修や当社

独自の研修を行なうことで商品知識や接客技術の習得をはじめとする人材の育成にも継続的に取り組んでおりま

す。また、年１回の定期採用のみならず出店に備えた人材の確保を目的として技能・経験を考慮し、基準に達し

ていると考えられるパート・アルバイト従業員を正社員として登用する等の中途採用を実施しております。

しかしながら、店舗責任者等の人材育成が順調に進まなかった場合、もしくは、当社が店舗責任者等として必

要な人材を十分に確保できなかった場合には当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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（f）中古品の仕入について

当社が運営する「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」、「ＮＥＴ・ＯＮＥ」においては中古品を仕入れて販売してお

りますが、新商品市場の動向や競合先の出店動向等により商品の仕入状況に影響を及ぼす可能性があり、必ずし

も将来にわたって質・量とも安定的に中古品を確保できるとは限りません。したがいまして、中古品の仕入状況

によっては商品不足により販売機会を逃すことになり、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（3）法的規制について

当社は多くの業態を展開しており、各業態に必要とされる許可を得て営業活動を行なっております。

（a）食品衛生法について

飲食を提供している飲食部門では「食品衛生法」による規制を受けております。このため、店舗所在管轄都道

府県知事の認可を得て営業しております。

当社は、食品衛生法の遵守を常に心掛け、各店舗では食品衛生管理者を管轄保健所に届けており、衛生管理マ

ニュアルに従い、日常的に食材の品質管理や店舗の衛生管理を行なっております。また、外部による食品衛生検

査を定期的に実施し衛生管理の徹底を図っております。さらに、当社は現在までに衛生問題に関連して重大な事

故、訴訟、行政等の指導を受けた事実はありませんが、万一に備えて、生産物賠償責任保険及び食中毒・特定感

染症利益担保特約を含んだ店舗総合保険契約を締結しております。

しかしながら、今後、店舗内において食中毒等の発生の危険性については否定できず、万一、当社の飲食店舗

において食中毒等が発生した場合は、当社の業績等に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

（b）食品リサイクル法について

平成13年５月に施行された食品リサイクル法（「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」）により、

年間100トン以上食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及

び再生利用を通じて、平成18年度までに排出する食品残渣物の２割を削減することが義務付けられております。

当社の飲食部門のうちショッピングセンター内で営業している店舗数の割合は、平成18年３月末現在66.0％と

なっており、ショッピングセンター自体で生ゴミ処理機等を導入しているため、現状において当社は食品リサイ

クル法において定められた外食事業者に該当しておりません。しかしながら、今後出店が増加することにより食

品廃棄物の排出量が増加することが想定されるため、同法の定める外食事業者に該当した場合には、既存の委託

処理業者に加えて新たな食品廃棄物再処理可能業者等との取引を行なう必要や、自社で再処理設備を購入し処理

を行なわざるを得なくなる等の必要が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（c）古物営業法について

当社は、「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」、「ＮＥＴ・ＯＮＥ」において、「古物営業法」に基づき「古物商」

としてリサイクルショップを運営しております。古物商は、営業所を管轄する公安委員会からの営業許可取得を

必要としており、同法及び関連法令による規制の要旨は以下のとおりであります。

（イ）古物の売買または交換を行なう営業を営む場合には、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受け

なければならない。

（ロ）盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行ない、

以って窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

（ハ）取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しな

ければならない。

　当社の直営店舗及びフランチャイズ加盟店舗は、古物商として許可を得て営業しており、古物営業法遵守の観

点から古物台帳の記入や買取り時の身分確認等、古物営業法に準拠した買取り及び台帳の保管を行なっており、

盗品買取りが判明した場合には被害者に対する無償回復に適法に対応できる体制を敷いております。

　当社においては、これまで当該規制により損害が発生した事実はありませんが、今後も盗品と思われる商品の

買取りや未成年者からの買取りに関してはマニュアルを厳守させ、法令厳守体制を維持して参ります。

　なお、同法の規制により、買取った商品が盗品又は遺失物と判明した場合には、１年以内であればこれを無償

で被害者又は遺失主に回復することとされており、万一買取った商品が盗品等と判明した場合には当社の業績等

に影響を及ぼす可能性があります。
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（d）著作権等管理事業法について

当社が運営する「ＴＳＵＴＡＹＡ」のビデオ及びＣＤのレンタルにおいては、月間の映像ソフト・音楽ＣＤ貸

与回数に応じて著作物使用料の支払いが義務付けられる著作権等管理事業法による規制を受けており、主務官庁

（文化庁）の認可を得て営業しております。

また、「スペースクリエイト自遊空間」業態におきましては、顧客サービスで業務用として設置・提供されて

いるコンピューターにインストールされたソフト・家庭用ゲームソフト・ＤＶＤ等映像ソフトにつきましては、

著作権等管理事業法で著作権者に認められている権利に抵触する利用を行なうことはできません。当該業態で業

務利用しております各ソフトは、著作権者から許諾を受けたものだけを使用しております。

万一同法の改正により著作権料の上昇等が発生した場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（e）再販価格維持制度について

当社の取扱商品のうち、音楽用ＣＤ及び書籍は、新品として販売される段階では「再販価格維持制度」（以下、

「再販制度」）の適用を受けております。再販制度とは、メーカーが卸・小売価格を制定し、これを販売者に遵

守させる制度であります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律では、その総則において、事業者が

他の事業者と共同して対価を決定することを禁じております。しかし、同法第６章の適用除外においてこの例外

を認めており、その一つが第６章23条の再販制度であります。再販制度は順次見直し作業が進められており、平

成13年３月末時点では著作物再販制度を廃止せず存置するとの意向が公正取引委員会より示されましたが、当該

制度の見直しの方向性は現段階では予測困難であります。

万一当該制度の見直しにより、当該取扱商品の価格が低下した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性

があります。

（f）北海道青少年育成条例について

メディアサービス事業本部における「スペースクリエイト自遊空間」事業及び「ＴＳＵＴＡＹＡ」事業におい

ては、青少年対策として本店所在地がある「北海道青少年保護育成条例」の規制を受けております。

当社は、青少年の健全育成の観点から当該条例を遵守し、さらなる社会的貢献を果たしていきたいと考えてお

り、以下の対応を行なっております。

①16歳未満の利用客には午後８時以降、18歳未満の利用客には午後10時以降の利用を認めておりません。

②有害図書類と指定されている、もしくは発行者により利用年齢制限を設けて発行されている図書類は、他の

図書類と区分して陳列するとともにその旨を明確に表示し、18歳未満もしくは所定の年齢に達しない青少年

による利用が行なわれない様徹底しております。

③青少年に有害なインターネットコンテンツ対策として有害情報へのアクセスを制限するフィルタリングシス

テムを導入したパソコンを利用しております。

④未成年者の喫煙・飲酒等の防止に対しては最大限の注意を払うものとし、定期的な店内巡回を行なう等必要

な措置をとることとしております。

⑤薬物・可燃物・危険物の持込を禁止しております。

⑥警察との連絡を保ち、必要に応じて補導活動に協力することとしております。

しかしながら、当該規制の内容が変更された場合や万一当該条例に違反した場合には、当社の業績等に影響を

及ぼす可能性があります。

（g）中小小売商業振興法について

特定連鎖化事業（小売・飲食のフランチャイズ・チェーン）について、チェーン本部（フランチャイザー）の

事業概要及び契約の主な内容等についての情報を、チェーンに加盟しようとする者（フランチャイジー）に対し

て事前に書面で開示し、説明することを義務付けております。これは特定連鎖化事業者である本部と加盟者の間

で契約を巡るトラブルが生じることを防止するため定めているものであります。

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しており、平成18年３月末現

在、フランチャイズ契約に関する訴訟や紛争はありませんが、加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟が提

起された場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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（h）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）について

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」（平成14年４月24日改訂）において、

フランチャイザーが契約前にフランチャイジーに開示することが望ましい項目を示しております。また、フラン

チャイザーが予測売上又は予測収益をフランチャイジーに開示する場合、根拠ある事実・合理的算定方法等に基

づく必要性及び根拠となる事実・算定方法等を示す必要があることを示しております。これらは小売・飲食のみ

ならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されております。

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しており、平成18年３月末現

在、フランチャイズ契約に関する訴訟や紛争はありませんが、加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟が提

起された場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（i）個人情報の管理について

個人情報の保護に関しては、平成15年５月に「個人情報の保護に関する法律」が成立しており、平成17年４月

１日からは全面施行され、当社を含む５千件を超える個人情報を利用している企業が本人の同意を得ずに個人情

報を第三者に提供する等した場合には、行政処分が課され、場合によっては刑罰の適用を受ける可能性があります。

当社が運営する「ＴＳＵＴＡＹＡ」のレンタルビデオ・ＣＤ部門、「ＤｏＣｏＭｏショップ」、「ＢＯＯＫ・

ＮＥＴ・ＯＮＥ」、「ＮＥＴ・ＯＮＥ」並びに「スペースクリエイト自遊空間」等の顧客について会員登録を行

ない、会員の個人情報を保有しており、同法の規制を受けております。

当社は、フランチャイズ事業において、これらの個人情報と会員番号が連動したデータベースを当該フラン

チャイザーのサーバーに集積し蓄積しており、オリジナルブランド事業の「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」及び

「ＮＥＴ・ＯＮＥ」についても同様のシステムを構築しておりますが、社員は、顧客が保有する会員カードを使

用する等して、これらの会員の個人情報を閲覧することが可能となっております。

このため、当社は顧客情報管理規程の中で社員に対して秘密保持を義務付ける等、保有する個人情報が外部に

漏洩しないよう管理体制の整備に努めております。また、電気通信分野である「ＤｏＣｏＭｏショップ」におけ

る個人情報の取扱いにつきましては、「通信に関して知りえた他人の秘密」等個人情報保護のため、社団法人電

気通信事業者協会が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を定めており、当社は当該ガ

イドラインに則った取組みを行なっております。また、万一に備えて、個人情報漏洩賠償責任保険契約を締結し

ております。

　しかしながら、不測の事態により当社が保有する個人情報が外部に漏洩した場合には、顧客等からの信用の低

下による売上減少や賠償金の支払い等により、当社の業績等に影響が生じる可能性があります。

（4）フジタ産業グループについて

当社の代表取締役社長藤田博章は、昭和63年10月に北海道苫小牧市を中心にホームセンターやガソリンスタンド等

を運営するフジタ産業㈱の代表取締役社長に就任後、平成14年10月からは取締役会長（非常勤）に就いております。

また、当社社長は、現在もフジタ産業㈱の発行済株式総数の90.7％を所有、フジタ産業㈱及び当社社長はプロパン

ガスや灯油の販売等を行なっている㈱フジタプロパンの発行済株式総数の100％を所有、フジタ産業㈱及び㈱フジタ

プロパンは液化プロパンガスの輸送等を行なっている藤田荷役㈱の発行済株式総数の100％を所有、フジタ産業㈱は

事務機器の卸売り等を行なっている㈱キミシマの発行済株式総数の67.5％を所有しております。

当社は、フジタ産業㈱と店舗等の賃貸借をし、債務保証や担保の提供を受けておりましたが、それらの全ての有

償・無償取引を平成16年９月までに解消しております。

今後につきましても、当社は、フジタ産業㈱、藤田荷役㈱、㈱フジタプロパン、㈱キミシマから構成されるフジタ

産業グループとの取引は行なわない方針であります。

（5）減損会計について

減損会計の適用により、保有する固定資産及びファイナンス・リース資産等について減損処理が必要になった場合

には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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（6）短時間労働者に対する厚生年金適用拡大等について

厚生労働省は、将来にわたる年金財政の安定化等を目的に、短時間労働者（正社員以外の労働者で、１週間の所定

労働時間が正社員より短い労働者）に対する厚生年金への加入基準を拡大するべく検討しております。

当社は、平成18年３月末現在において766人の臨時従業員を雇用しており、業種柄多くの短時間労働者が就業して

おります。今後、当該年金制度が変更され、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合には、当社が負担する保険料

の増加等により当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、厚生労働省は、短時間労働者の所定外労働時間に対して割増賃金を支払うことを企業に義務付けるべく検討

しておりますが、場合によっては当社の人件費負担が増加し、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

（7）食材について

昨今、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザ）等の問題が生じたことで、食材

の安全性は、従来以上に外食業界全体の重要な関心事項となっております。当社では、食材の安全を第一に、安定的

な確保を図っておりますが、食材の安全性に係る不安等により外食産業からの消費者離れが生じた場合、安全な食材

の供給不足や食材市況に大幅な変動が生じた場合等においては、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（8）顧客動向について

当社の顧客は個人客が主体であるため、天候、流行、嗜好等の要因で新商品・サービス等の販売状況等が左右され

ることにより来店客数が減少した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（9）新株予約権（ストックオプション）の付与について

当社では、役員及び従業員の会社業績に対する士気を高めることを目的として、下記のとおり新株予約権（ストッ

クオプション）を付与しております。

これらの新株予約権の行使により新株が発行された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性が

あります。また、今後も優秀な人材確保のために、新株予約権の付与を実施していくことを検討しており、今後付与

される新株予約権の行使が行なわれた場合においても、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

  ５．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

 平成17年４月20日付のＪＡＳＤＡＱ上場に際し実施した公募増資により調達した資金３億11百万円については、当

初計画どおり店舗開設等の設備資金に充当いたしました。

 

 （注）上記に記載された業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、不確実な

　　　 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、上記の数値と異なる可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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 ※１  1,862,529   1,193,527   

２．売掛金   191,581   198,979   

３．商品   633,748   665,118   

４．原材料   29,045   25,784   

５．貯蔵品   7,377   7,116   

６．前払金   －   100,460   

７．前払費用   126,748   158,220   

８．繰延税金資産   23,360   10,883   

９．その他   73,444   46,721   

貸倒引当金   △480   －   

流動資産合計   2,947,355 37.7  2,406,811 30.6 △540,543

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１ 3,256,834   3,543,494    

減価償却累計額  1,276,569 1,980,265  1,468,457 2,075,037   

２．構築物  155,221   161,491    

減価償却累計額  122,016 33,204  129,130 32,360   

３．機械及び装置  8,262   10,971    

減価償却累計額  4,501 3,760  5,681 5,289   

４．車両運搬具  5,940   6,247    

減価償却累計額  3,732 2,207  4,986 1,261   

５．工具、器具及び備品  1,918,016   2,030,012    

減価償却累計額  1,255,285 662,731  1,389,413 640,599   

６．土地 ※１  227,955   389,277   

有形固定資産合計   2,910,124 37.2  3,143,826 39.9 233,702

- 16 -



 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

(2）無形固定資産         

１．営業権   20,009   12,000   

２．借地権   140,000   140,000   

３．商標権   156   260   

４．ソフトウェア   6,608   5,436   

５．その他   8,503   8,503   

無形固定資産合計   175,277 2.2  166,200 2.1 △9,077

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   200,648   409,417   

２．関係会社株式   25,000   25,000   

３．出資金   194   196   

４．長期貸付金   －   30,000   

５．長期前払費用   364,242   502,216   

６．繰延税金資産   47,301   －   

７．敷金保証金 ※１  1,132,920   1,183,787   

８．保険積立金   2,718   2,726   

９．その他   250   250   

投資その他の資産合計   1,773,275 22.7  2,153,594 27.4 380,318

固定資産合計   4,858,678 62.1  5,463,621 69.4 604,943

Ⅲ　繰延資産         

１．社債発行費   12,066   2,433   

繰延資産合計   12,066 0.2  2,433 0.0 △9,633

資産合計   7,818,100 100.0  7,872,867 100.0 54,767

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   308,954   308,741   

２．短期借入金 ※１  500,000   400,000   

３．１年以内返済予定の長
期借入金

※１  1,294,670   1,395,220   

４．１年以内償還予定の社
債

  200,000   200,000   

５．未払金   346,036   388,544   

６．未払費用   65,407   18,733   

７．未払法人税等   117,806   10,293   

８．未払消費税等   55,645   23,662   
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

９．前受金   5,534   22,917   

10．預り金   28,456   42,447   

11．賞与引当金   24,000   －   

流動負債合計   2,946,512 37.7  2,810,559 35.7 △135,952

Ⅱ　固定負債         

１．社債   620,000   420,000   

２．長期借入金 ※１  2,933,532   2,895,598   

３．退職給付引当金   21,519   16,199   

４．役員退職慰労引当金   74,853   81,077   

５．長期未払金   43,519   16,444   

６．長期預り金   157,532   152,339   

７．繰延税金負債   －   9,526   

固定負債合計   3,850,956 49.2  3,591,185 45.6 △259,771

負債合計   6,797,468 86.9  6,401,745 81.3 △395,723

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  243,250 3.1  386,950 4.9 143,700

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  213,250   422,800    

資本剰余金合計   213,250 2.7  422,800 5.4 209,550

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  3,015   3,015    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  5,420   5,420    

３．当期未処分利益  535,138   538,464    

利益剰余金合計   543,573 7.0  546,899 7.0 3,325

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  20,557 0.3  114,472 1.4 93,915

資本合計   1,020,631 13.1  1,471,122 18.7 450,490

負債資本合計   7,818,100 100.0  7,872,867 100.0 54,767
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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         

１．飲食売上高  5,311,825   5,319,690    

２．物販売上高  3,869,092   4,064,444    

３．ウェルネス売上高  － 9,180,917 100.0 105,561 9,489,696 100.0 308,778

         

Ⅱ　売上原価         

１．飲食売上原価  1,547,062   1,596,147    

２．物販売上原価  2,422,094   2,322,414    

３．ウェルネス売上原価  － 3,969,156 43.2 55,947 3,974,508 41.9 5,351

売上総利益   5,211,760 56.8  5,515,187 58.1 303,426

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  66,714   73,470    

２．給与手当  1,769,101   1,891,261    

３．法定福利費  120,553   139,194    

４．福利厚生費  73,816   85,194    

５．賞与引当金繰入額  24,000   －    

６．退職給付費用  7,074   3,184    

７．役員退職慰労引当金繰
入額

 6,472   7,442    

８．ロイヤリティ  240,755   252,719    

９．広告宣伝費  382,217   393,153    

10．水道光熱費  342,750   402,196    

11．支払手数料  197,748   223,919    

12．租税公課  42,022   51,632    

13．地代家賃  663,160   767,393    

14．リース料  102,417   78,404    

15．減価償却費  279,007   287,681    

16．営業権償却費  21,315   8,009    

17．その他  529,176 4,868,305 53.1 635,248 5,300,106 55.8 431,801

営業利益   343,455 3.7  215,080 2.3 △128,374
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  340   1,277    

２．有価証券利息  －   25    

３．受取配当金  4,186   5,847    

４．不動産賃貸収入  70,506   96,340    

５．受取保険金  9,292   1,988    

６．受取支援金  18,648   －    

７．販売協賛金  40,000   20,000    

８．その他  12,929 155,903 1.7 19,767 145,247 1.5 △10,656

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  105,908   106,195    

２．社債利息  4,819   4,543    

３．社債発行費償却  9,633   9,633    

４．新株発行費償却  －   5,673    

５．不動産賃貸原価  48,300   77,818    

６．その他  29,756 198,419 2.1 35,964 239,828 2.5 41,409

経常利益   300,939 3.3  120,499 1.3 △180,440

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  10,020   770    

２．貸倒引当金戻入益  － 10,020 0.1 480 1,250 0.0 △8,770

Ⅶ　特別損失         

１．店舗閉鎖損 ※１ 31,659   2,882    

２．加盟契約解除損  －   30,000    

３．減損損失 ※２ － 31,659 0.4 13,248 46,131 0.5 14,472

税引前当期純利益   279,300 3.0  75,617 0.8 △203,683

法人税、住民税及び事
業税

 135,048   38,133    

法人税等調整額  △10,373 124,675 1.3 5,538 43,672 0.5 △81,003

当期純利益   154,625 1.7  31,945 0.3 △122,679

前期繰越利益   380,513   506,518  126,005

当期未処分利益   535,138   538,464  3,325
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    飲食売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ期首原材料たな卸高   28,959   29,045   

Ⅱ当期原材料仕入高   1,547,148   1,592,885   

合計   1,576,107   1,621,931   

Ⅲ期末原材料たな卸高   29,045   25,784   

飲食売上原価   1,547,062 100.0  1,596,147 100.0 49,085

物販売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ期首商品たな卸高  616,065   633,748    

Ⅱ当期商品仕入高  2,142,154   2,077,090    

合計  2,758,219   2,710,838    

Ⅲ期末商品たな卸高  633,748 2,124,471 87.7 665,118 2,045,720 88.1 △78,750

Ⅳレンタルソフト減価償却費   287,104 11.9  264,013 11.4 △23,090

Ⅴレンタルソフト除却損   10,519 0.4  12,680 0.5 2,160

物販売上原価   2,422,094 100.0  2,322,414 100.0 △99,680

ウェルネス売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

         

業務委託費   － －  55,947 100.0 55,947
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(3）キャッシュ・フロー計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  279,300 75,617  

減価償却費  648,532 664,022  

減損損失  － 13,248  

投資有価証券売却益  △10,020 △770  

退職給付引当金の減少額  △1,367 △5,319  

役員退職慰労引当金の増
加額

 6,472 6,223  

賞与引当金の減少額  △1,000 △24,000  

貸倒引当金の減少額（増
加額）

 70 △480  

受取利息及び受取配当金  △4,526 △7,150  

支払利息  110,728 110,739  

社債発行費償却  9,633 9,633  

新株発行費償却  － 5,673  

有形固定資産除売却損  42,178 13,447  

売上債権の増加額  △16,249 △7,397  

たな卸資産の増加額  △18,557 △27,847  

その他流動資産の増加額  △39,383 △75,389  

仕入債務の増加額  115,572 58,563  

未払消費税等の減少額
（増加額）

 55,602 △31,983  

その他流動負債の減少額
（増加額）

 34,477 △17,845  

預り保証金の減少額  △6,973 △3,975  

小計  1,204,489 755,011 △449,477

利息及び配当金の受取額  4,294 7,125  

利息の支払額  △103,999 △105,870  

法人税等の支払額  △38,247 △157,019  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,066,536 499,246 △567,289
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による支
出

 △250,512 △169,956  

定期預金の払戻による収
入

 43,095 22,481  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,304 △51,667  

投資有価証券の売却によ
る収入

 54,849 1,350  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △938,237 △876,763  

有形固定資産の売却によ
る収入

 2,857 －  

無形固定資産の取得によ
る支出

 △20,924 △635  

短期貸付金の純増加額
（減少額）

 330 △306  

長期貸付金による支出  － △30,000  

その他投資の増加額  △475,352 △291,797  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,585,199 △1,397,295 187,904

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純減少額  △580,900 △100,000  

長期借入金の借入による
収入

 2,442,000 1,720,000  

長期借入金の返済による
支出

 △1,110,374 △1,657,383  

株式の発行による収入  － 347,576  

社債の発行による収入  392,700 －  

社債の償還による支出  △150,000 △200,000  

配当金の支払額  － △28,620  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 993,425 81,572 △911,853

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（減少額）

 474,762 △816,475 △1,291,238

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 842,218 1,316,981 474,762

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,316,981 500,506 △816,475
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(4）利益処分案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月30日）

当事業年度
（株主総会承認予定日

平成18年６月28日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   535,138  538,464 3,325

Ⅱ　利益処分額       

　　　配当金  28,620 28,620 32,922 32,922 4,302

Ⅲ　次期繰越利益   506,518  505,541 △977
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重要な会計方針

項目 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（1）　　　　─────── （1）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用してお

ります。

 （2） 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用して

おります。

（2）子会社株式及び関連会社株式

同左

 （3）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。

（3）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を採用

しております。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商　品

主に売価還元法による原価法を採用

しております。

商　品

同左

 原材料、貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

原材料、貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産

定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　15～40年

工具、器具及び備品　２～８年

（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ェアにつ

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

４．繰延資産の処理方法  （1）社債発行費

　商法施行規則の規定に基づき３年以

内毎期均等額以上の償却をしておりま

す。

 （2）　　　　───────

 （1）社債発行費

同左

 

 （2）新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項目 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．引当金の計上基準 （1） 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

（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、支給見込額のうち、当

事業年度に対応する分を計上しており

ます。

 （2） 賞与引当金

  ───────

 

 

 

 (追加情報）

 従来、従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づき事業

年度に見合う額を計上しておりました

が、平成18年４月１日付けの給与規程

の改定により平成18年４月１日より年

俸制へ全面移行し、賞与制度を廃止し

たため、賞与引当金を計上しておりま

せん。

 （3） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産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給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

（4） 役員退職慰労引当金

同左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 （1） ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引及び金利キャップ

取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理によっ

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

金利スワップ取引

金利キャップ取引

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　　　 同左

 ヘッジ対象

借入金

ヘッジ対象

　　　　 同左

 （3） ヘッジ方針

金利変動リスクをヘッジする目的で

行なっております。

（3） ヘッジ方針

 同左

 （4） ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引及び金利キャップ

取引については、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
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項目 前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．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

９．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

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左

　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

　当事業年度より、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

り税引前当期純利益は13,248千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

 ───────── （売上計上基準の変更）

  従来、フランチャイズ加盟金収入の売上計上基準につい

ては、加盟契約に基づく入金をもって売上を計上する方法

を採用しておりましたが、加盟契約後出店に至らず加盟契

約を解除するケースがあったことから、売上の実現をより

客観的・保守的に行うため、当事業年度より加盟店の出店

確定時に売上を計上する方法に変更いたしました。この変

更により、従来の方法によった場合に比較し、売上高及び

売上総利益が15,000千円減少し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。

　表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ─────────   （貸借対照表）

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「前払金」は、当期において、資産の総額の100分

の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「前払金」は38,035千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　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。

※１　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。

定期預金 85,034千円

建物 670,884

土地 169,872

敷金保証金 550,733

計 1,476,525

定期預金     35,028千円

建物 631,423

土地 169,872

敷金保証金 281,496

計 1,117,820

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。

短期借入金 300,000千円

長期借入金 2,102,964

（１年以内返済予定額を含む）  

計 2,402,964

長期借入金 1,922,295千円

（１年以内返済予定額を含む）  

※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式　28,620株

発行済株式総数　普通株式　 7,155株

※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式　34,620株

発行済株式総数　普通株式　 8,898株

３　偶発債務

従業員について、当社の福利厚生の一環として、

金融機関からの資金借入債務に対し債務保証を行

なっております。

従業員（30名） 　　　　　　　　17,576千円

３　偶発債務

従業員について、当社の福利厚生の一環として、

金融機関からの資金借入債務に対し債務保証を行

なっております。

従業員（12名） 　　　　　　　　  6,180千円

４　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は、20,557

千円であります。

４　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は、114,472

千円であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。 ※１　店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。

①固定資産除却損

　建物 23,282千円

　構築物 2,560

　工具、器具及び備品 4,342

②その他 1,473

計 31,659

①固定資産除却損

　建物       291千円

　構築物 －

　工具、器具及び備品 476

②その他 2,115

計 2,882

 ※２　減損損失

 ───────

※２　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

用途 業態 種類 場所 

 

フランチャイジー

事業用店舗資産 

アフロ

ディーテ

建物附属

設備等

札幌市東

区

ミスター

ドーナツ

建物附属

設備等

青森県八

戸市

おむらい

す亭

建物附属

設備等

仙台市宮

城野区

オリジナルブランド

事業用店舗資産 

ＣＡＦＥ

´Ｓｔａ

建物附属

設備等

青森県八

戸市

当社は店舗を単位としてグルーピングを行っており

ます。運営する店舗の一部については、営業活動から

生ずる損益が継続してマイナスであり、早期の黒字化

が困難と予想されるため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失(13,248千円）として

特別損失に計上しております。その内訳は建物附属設

備12,040千円、その他1,208千円であります。

なお、回収可能価額は、固定資産の正味売却価額によ

り測定しており、入手可能な評価額及び市場価格等を

勘案した自社における合理的な見積額に基づいて評価

しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,862,529千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △545,547

現金及び現金同等物 1,316,981

現金及び預金勘定 1,193,527千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △693,021

現金及び現金同等物 500,506

①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

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）

機械及び装置 50,493 29,569 20,924

工具、器具及
び備品

66,246 40,471 25,775

合計 116,740 70,040 46,699

 

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）

機械及び装置 42,247 30,073 12,174

工具、器具及
び備品

81,329 39,487 41,841

合計 123,576 69,560 54,016

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 20,219千円

１年超 29,622千円

合計 49,841千円

１年内       27,732千円

１年超       29,389千円

合計       57,121千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、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

支払リース料 29,039千円

減価償却費相当額 25,772千円

支払利息相当額 3,032千円

支払リース料       36,333千円

減価償却費相当額       28,151千円

支払利息相当額      3,048千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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。 

- 30 -



②　有価証券

前事業年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 29,166 63,481 34,314

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 4,977 5,179 201

小計 34,143 68,660 34,516

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 2,068 2,068 △0

小計 2,068 2,068 △0

合計 36,212 70,728 34,515

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

54,849 10,020

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　非上場株式 129,920
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当事業年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 79,516 270,833 191,316

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 7,703 8,584 880

小計 87,220 279,417 192,197

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 87,220 279,417 192,197

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円）

1,350 770

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　①非上場株式 110,000

　②債券 20,000

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

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － 20,000 － －

(2）社債 － － － －

(3）その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － 20,000 － －
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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

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引及び金利キャップ取引であります。

（1）取引の内容

同左

（2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、借入金に係る金利の変

動によるリスクの回避を目的としており、投機的な取

引は行なわない方針であります。

（2）取引に対する取組方針

同左

（3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。

（3）取引の利用目的

同左　 

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引及び金利キャップ取引について

は、特例処理の要件を満たしておりますので特例処

理によっております。

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

金利スワップ取引

金利キャップ取引

ヘッジ対象

借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 

ヘッジ対象

   　 　　　　　同左　  　　　

③ヘッジ方針

金利変動リスクをヘッジする目的で行なっており

ます。

③ヘッジ方針

  同左　 　 

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ及び金利キャップ取引については、

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）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引及び金利キャップ取引は、市場金

利の変動によるリスクを有しております。

なお、取引先を信用の高い国内の金融機関に限定し

ており、契約不履行による信用リスクはほとんど無い

と認識しております。

（4）取引に係るリスクの内容

同左

（5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限等を定めた社内ルールに従い、財務担当部門が決裁

権限者の承認を得て行なっております。

（5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（平成17年３月31日現在）

　当社が行なっているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当事業年度（平成18年３月31日現在）

　当社が行なっているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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④　退職給付

前事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度

（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

退職金制度の50％相当額について適格退職年金制度を

採用し、残額については退職一時金を充当しております。

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 ２．退職給付債務に関する事項

（1）退職給付債務 46,894千円

（2）年金資産 △25,375

（3）退職給付引当金（1）＋（2） 21,519

（1）退職給付債務   52,577千円

（2）年金資産 △36,378

（3）退職給付引当金（1）＋（2） 16,199

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用　　　　　　　　　　　7,074千円

退職給付費用　　　　　　　　　7,074

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用　　　　　　　　　　　 3,184千円

退職給付費用　　　　　　　　　 3,184     

４．退職給付債務の計算方法

当社は、従業員300人未満であるため、簡便法を適用

しており、期末自己都合要支給額（年金制度に移行して

いる部分に対応する要支給額を含む。）をもって退職給

付債務としております。

４．退職給付債務の計算方法

同左
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　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

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

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額 9,705千円

未払事業税 11,993

未払事業所税 1,661

繰延税金資産（流動）小計 23,360

繰延税金資産（固定）  

投資有価証券評価損否認額 210

退職給付引当金繰入限度超過額 8,266

減価償却超過額 22,511

役員退職慰労引当金 30,270

繰延税金資産（固定）小計 61,259

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △13,957

繰延税金負債（固定）小計 △13,957

繰延税金資産（固定）の純額 47,301

繰延税金資産合計 70,661

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 1,996千円

未払事業所税 2,820

前受金否認 6,066

繰延税金資産（流動）小計 10,883

繰延税金資産（固定）  

投資有価証券評価損否認額 210

退職給付引当金繰入限度超過額 6,550

減価償却超過額 28,135

繰延資産償却超過額 513

役員退職慰労引当金 32,787

繰延税金資産（固定）小計 68,198

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 77,724

繰延税金負債（固定）小計 77,724

繰延税金負債（固定）の純額 9,526

繰延税金資産合計 1,357

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

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

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.0 

住民税均等割額 3.5 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金に参入されない項目 4.0 

住民税均等割額 13.6 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.8 

⑥　持分法損益等

　前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金ま
たは出資
金
(千円)

事業の内容
または職業

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
事業上
の関係

役員が議決
権の過半数
を所有して
いる会社等

フジタ産
業㈱

北海道苫
小牧市

45,000
ホームセン
ター事業

－
役員
１名

同社商
品の購
入

不動産の
賃借
（注１）

1,200 － －

不動産の
賃貸
（注１）

800 － －

水道光熱
費、通信
費の支払
い(注１)

1,472 － －

建物の購
入(注２)

17,500 － －

土地の購
入(注２)

57,500 － －

（注）１．不動産の賃貸借については、近隣の賃貸借取引実勢に基づき、賃貸借金額を決定しております。

なお、平成16年８月にて不動産の賃貸借及び賃貸借に付随する水道光熱費、通信費の支払は解消しております。

２．フジタ産業㈱が保有する建物・土地を不動産鑑定価格に基づき購入しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

４．上記の他、当社代表取締役藤田博章から、当社が賃借している営業店舗等の賃借契約に対し個人保証を受けて

おりますが、当社は藤田博章に対し保証料を支払っておりません。なお、当該取引にかかわる被債務保証の期

末残高がありませんので、記載は省略しております。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金ま
たは出資
金
(千円)

事業の内容
または職業

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
事業上
の関係

子会社
㈱フジッ
クス

北海道苫
小牧市

25,000
食料品・雑
貨の小売

(所有)
直接

100.0

役員
５名
出向
１名

不動産
の賃貸

不動産の
賃貸
（注１）

5,906 未収入金 516

出向社員
の給与等
（注２）

7,702 未収入金 570

　（注）１．不動産の賃貸については、近隣の賃貸取引実勢に基づき、賃貸金額を決定しております。

２．従業員の出向については、出向者の人件費等を勘案し、出向料を合理的に決定しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

- 36 -



当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金ま
たは出資
金
(千円)

事業の内容
または職業

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
事業上
の関係

役員が議決
権の過半数
を所有して
いる会社等

フジタ産
業㈱

北海道苫
小牧市

45,000
ホームセン
ター事業

－
役員
１名

不動産
の購入

建物の購
入(注１)
 

8,400 － －

土地の購
入(注１)

156,900 － －

（注）１．フジタ産業㈱が保有する建物・土地を不動産鑑定価格に基づき購入しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金ま
たは出資
金
(千円)

事業の内容
または職業

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
事業上
の関係

子会社
㈱フジッ
クス

北海道苫
小牧市

25,000
食料品・雑
貨の小売

(所有)
直接
100.0

役員
３名
出向
１名

不動産
の賃貸

不動産の
賃貸
（注１）

5,906 未収入金 516

出向社員
の給与等
（注２）

8,217 未収入金 726

　（注）１．不動産の賃貸については、近隣の賃貸取引実勢に基づき、賃貸金額を決定しております。

２．従業員の出向については、出向者の人件費等を勘案し、出向料を合理的に決定しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 142,645.86円

１株当たり当期純利益金額 21,610.82円

１株当たり純資産額      165,331.77円

１株当たり当期純利益金額      3,698.67円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
3,552.65円

　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、新株予約権を発行しておりますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。

　当社は、平成16年９月10日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 119,117.72円

１株当たり当期純利益金額 8,155.90円

　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、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。

　（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。

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度 
（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） 154,625 31,945

　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） (－) (－)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 154,625 31,945

　期中平均株式数（株） 7,155 8,637

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額（千円） － －

  普通株式増加数（株） － 355

 　　（うち新株予約権） (－) (355)

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（新株予約権の数150個・273

個）

 ─────────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年３月18日及び平成17年３月31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

17年４月19日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成17年４月19日付で資本金は370,750千円、

発行済株式総数は8,655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)　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 1,500株

(3)　発行価格 ：１株につき　 230,000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　 213,900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　　170,000円

(資本組入額　　85,000円)

(6)　発行価額の総額 ：　　　　　　255,000千円

(7)　払込金額の総額 ：　　　　　　320,850千円

(8)　資本組入額の総額 ：　　　　　　127,500千円

(9)　払込期日 ：平成17年４月19日

(10)　配当起算日 ：平成17年４月１日

(11)　資金の使途 ：全額を店舗開設等の設備資

金に充当する予定であります。
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

　　 当社は最終消費者に対する飲食業及び物販業を主に行なっているため、該当事項はありません。

（2）仕入実績

　　 前事業年度及び当事業年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

仕入高
（千円）

構成比
（％）

仕入高
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

フランチャイジー事業       

　ミスタードーナツ 582,967 15.8 598,258 16.3 15,291 2.6

　モスバーガー 68,110 1.8 82,927 2.3 14,817 21.8

　ザ・どん 31,449 0.9 29,588 0.8 △1,860 △5.9

　焼肉五苑 109,492 3.0 93,554 2.5 △15,938 △14.6

　アフロディーテ 46,177 1.2 46,121 1.2 △56 △0.1

　おむらいす亭 154,152 4.2 152,764 4.2 △1,388 △0.9

　ドトールコーヒーショップ 13,227 0.4 14,164 0.4 936 7.1

　はなまるうどん 25,485 0.7 22,189 0.6 △3,296 △12.9

　暖中 271,866 7.4 293,272 8.0 21,406 7.9

　北前そば高田屋 19,971 0.5 61,036 1.7 41,064 205.6

　暖中・高田屋地区本部 1,228 0.0 9,236 0.2 8,008 652.1

  開発事業本部 － － 12,000 0.3 12,000 －

　飲食小計 1,324,128 35.9 1,415,114 38.5 90,985 6.9

　ＴＳＵＴＡＹＡ 1,344,540 36.5 1,245,986 34.0 △98,553 △7.3

　ＤｏＣｏＭｏショップ 274,513 7.4 232,557 6.3 △41,956 △15.3

　スペースクリエイト自遊空間 16,166 0.4 54,860 1.5 38,693 239.4

  セリア生活良品 － － 17,735 0.5 17,735 －

　物販小計 1,635,220 44.3 1,551,140 42.3 △84,079 △5.2

フランチャイジー事業計 2,959,348 80.2 2,966,255 80.8 6,906 0.2

オリジナルブランド事業       

　かつてん 129,496 3.5 114,747 3.1 △14,748 △11.4

　かついち 16,793 0.5 14,341 0.4 △2,451 △14.6

　ＣＡＦＥ´Ｓｔａ 25,731 0.7 19,964 0.5 △5,767 △22.4

　北の食房ＢＢＱ 7,717 0.2 4,056 0.1 △3,661 △47.4

　つるッと讃岐 8,135 0.2 6,307 0.2 △1,827 △22.5

　焼肉ダイニングふじた 35,145 1.0 18,353 0.5 △16,792 △47.8

　飲食小計 223,019 6.1 177,771 4.8 △45,248 △20.3

　ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ 471,772 12.8 482,706 13.2 10,933 2.3

　ＮＥＴ・ＯＮＥ 35,161 0.9 43,243 1.2 8,081 23.0

　物販小計 506,934 13.7 525,949 14.4 19,015 3.8

 オリジナルブランド事業計 729,954 19.8 703,721 19.2 △26,233 △3.6

合計 3,689,303 100.0 3,669,976 100.0 △19,326 △0.5

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（3）販売実績

　　 前事業年度及び当事業年度の売上実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

フランチャイジー事業       

　ミスタードーナツ 2,230,827 24.3 2,201,563 23.2 △29,263 △1.3

　モスバーガー 160,874 1.8 201,353 2.1 40,478 25.2

　ザ・どん 85,532 0.9 81,806 0.9 △3,726 △4.4

　焼肉五苑 295,496 3.2 250,355 2.6 △45,141 △15.3

　アフロディーテ 143,343 1.6 138,835 1.5 △4,507 △3.1

　おむらいす亭 451,076 4.9 450,066 4.7 △1,009 △0.2

　ドトールコーヒーショップ 34,504 0.4 36,245 0.4 1,740 5.0

　はなまるうどん 70,251 0.8 61,534 0.7 △8,716 △12.4

　暖中 928,473 10.1 1,000,652 10.5 72,178 7.8

　北前そば高田屋 75,354 0.8 215,066 2.3 139,712 185.4

　暖中・高田屋地区本部 194,857 2.1 133,698 1.4 △61,158 △31.4

  開発事業本部 － － 18,000 0.2 18,000 －

　飲食小計 4,670,593 50.9 4,789,178 50.5 118,585 2.5

　ＴＳＵＴＡＹＡ 2,484,235 27.1 2,327,244 24.5 △156,991 △6.3

　ＤｏＣｏＭｏショップ 359,193 3.9 297,582 3.1 △61,610 △17.2

　スペースクリエイト自遊空間 76,946 0.8 312,053 3.3 235,106 305.5

  セリア生活良品 － － 9,129 0.1 9,129 －

　物販小計 2,920,375 31.8 2,946,010 31.0 25,634 0.9

  リラックス － － 105,561 1.1 105,561 －

  ウェルネス小計 － － 105,561 1.1 105,561 －

フランチャイジー事業計 7,590,968 82.7 7,840,750 82.6 249,781 3.3

オリジナルブランド事業       

　かつてん 380,863 4.1 347,704 3.7 △33,158 △8.6

　かついち 44,891 0.5 41,010 0.4 △3,881 △8.6

　ＣＡＦＥ´Ｓｔａ 82,997 0.9 61,508 0.7 △21,489 △25.9

　北の食房ＢＢＱ 20,836 0.2 11,532 0.1 △9,303 △44.6

　つるッと讃岐 22,998 0.3 19,877 0.2 △3,121 △13.6

　焼肉ダイニングふじた 88,644 1.0 48,877 0.5 △39,766 △44.9

　飲食小計 641,232 7.0 530,511 5.6 △110,720 △17.3

　ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ 837,073 9.1 1,007,390 10.6 170,316 20.3

　ＮＥＴ・ＯＮＥ 111,642 1.2 111,043 1.2 △599 △0.5

　物販小計 948,716 10.3 1,118,434 11.8 169,717 17.9

オリジナルブランド事業計 1,589,948 17.3 1,648,945 17.4 58,996 3.7

合計 9,180,917 100.0 9,489,696 100.0 308,778 3.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」には、フランチャイザー売上高が前事業年度は14,296千円、当事業年度

は174,702千円含まれております。
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６．役員の異動

役員の異動につきましては、平成18年５月12日に開示済みであります。
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