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親会社等の名称  株式会社ジー・コミュニケーション 親会社等における当社の議決権所有比率：34.7％

１．18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  

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 5,391 △3.2 78 244.1 △11 －

17年３月期 5,567 △8.9 22 △77.6 △70 －

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 △809 － △145.22 － △179.8 △0.2 △0.2

17年３月期 △182 － △34.76 － △26.7 △1.2 △1.3

（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 5,571,855株 17年３月期 5,239,934株

3.会計処理方法の変更 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

(2）配当状況  

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 0.00 － 0.00 － － －

17年３月期 0.00 － 0.00 － － －

（注）18年３月期期末配当金の内訳　記念配当　　　　　－円－銭　  特別配当　　　　　－円－銭

(3）財政状態  

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 4,715 309 6.6 45.89

17年３月期 5,434 591 10.9 112.82

（注）1.期末発行済株式数 18年３月期          6,738,200株 17年３月期 5,239,000株

2.期末自己株式数 18年３月期      1,800株 17年３月期 1,000株

(4）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 100 △14 140 370

17年３月期 74 167 △584 143

２．19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 2,700 15 0 － － －

通　期 5,500 100 20 － 0.0 0.0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1円82銭

上記の予想には、本資料の発表現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合

状況等の不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事

項は、添付資料の３ページを参照下さい。１株当たりの予想当期純利益（通期）は、平成18年４月10日に第三者割当増資を

行っており期末発行済株式数10,978,200株で算出しております。
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１．企業集団の状況

　当社は、企業集団を構成する子会社等の関係会社はありません。なお、前事業年度末における非連結子会社については、平

成17年４月１日において当社と合併しております。

  当社グループについての事業系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

経営の基本方針

　当社は創業以来、オリエンタルフーズのトータル企業の経営戦略を掲げ、中華専門の外食産業として多様化するニーズを一

歩先取りしながら、中華の醍醐味と美味しさをお客様にご提供するため日々努力すると共に、経営効率の追求による企業基盤

確立と活力あふれる企業づくりに取組んでおります。

利益配分に関する基本方針

　当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくこと

を基本方針としております。

 目標とする経営指標

　当社では、断続的・安定的に収益を確保し、さらなる事業規模の拡大を図るためにも、売上高・経常利益・キャッシュ・フ

ローの成長性を重要な経営指標と位置づけております。

中期的な会社の経営戦略

　中期的経営戦略については、「中期経営計画書（2006年度から2008年度）」を策定しております。親会社等にあたる株式会

社ジー・コミュニケーションとの提携のもと、既存店の原価・人件費及び活性化を重要課題ととらえ、営業基盤の再構築によ

るキャッシュフロー創出を中心に目指すこととしました。

　　重点対策　　1.)ジー・コミュニケーションとの提携による体制強化

　　　　　　　　2.)原価・人件費の徹底管理

　　　　　　　　3.)攻めの経営への転換

　　　　　　　　4.)「地産地消」ブランドの強化・確立

　　　　　　　　5.)管理機能（間接部門）のスリム

　以上の対策を強力に押し進め、企業基盤の確立を図ってまいります。

対処すべき課題

　厳しい経営環境が続く中、既存店強化を重要課題として取組み、収益確保に努めるため、原価・人件費60％のコスト管理強

化を徹底し、確実に収益をつけてまいります。

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

株式会社ジー・コミュニケー

ション 

上場会社が他の会社の関係会

社である場合における当該他

の会社 

34.73　 なし 

平成18年４月10日の第三者割当増資により、株式会社ジー・コミュニケーションは、議決権の数（5,738個）、所有株式数

（5,738,000株）、議決権比率（52.3％）を保有する当社の親会社（平成18年５月23日現在）にあたります。

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

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

　親会社等である株式会社ジー・コミュニケーションは、外食事業の運営、学習塾の運営及び店舗デザイン施行業務を主た

る事業内容としておりますが、当社はその中で外食事業の中核会社として位置づけられております。同社とは飲食業態の事

業に関する包括的業務提携を締結しており、また同社グループ４社（株式会社ジー・フード、株式会社キャッツ、株式会社

ダイニング企画、株式会社ジー・テイスト）と業務提携を締結しております。

また、親会社等との兼任取締役として、以下の１名が就任しております。

役職 氏名 親会社等での役職

取締役 稲吉正樹 代表取締役会長 

（注） 当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社等との兼任役員は当該１名であります。

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等との取引関係や人的、資本

的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響 

　当社は、効率的な事業運営や顧客満足度の向上を目的として、親会社等の企業グループと一定の協力関係を構築しており

ます。当社は、親会社等の企業グループの内、外食事業に関する企業とは類似した事業を営んでいますが、地域あるいは業

態の点で明確な事業の棲み分けがなされており、また親会社等との兼任取締役は１名と半数にいたる状況になく、事業活動

を行う上で、親会社等から受ける制約はありません。
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③ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社と親会社等の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開をする方針でありますが、親会社等の企業グルー

プとの棲み分けがなされており、また親会社等の兼任取締役の就任状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、

一定の独立性が確保されていると認識しております。

３． 親会社等との取引に関する事項 

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）当期の概況

経営成績

  当期におけるわが国経済は、設備投資の増加、雇用情勢の好転などにより、景気は回復基調のうちに推移いたしました。

  当業界におきましても、このような経済情勢のもと、既存店の前年比売上が一部でプラスに転じるなど明るさも見え

たものの総じて一進一退の状況が続いており、またＢＳＥ問題等を背景に「食の安全」に対する消費者の意識はますま

す強まるなか、同業他社やコンビニエンスストア等中食との競争も激しく、経営環境は依然として厳しい状況が継続し

ております。

  このような環境のもと、当社は主要店舗におけるリニューアルを積極的に実施しております。チェーン部門において

岡山地区の原尾島店、倉敷中島店、広島地区の安古市店、山口地区の小郡店、天神店、徳山バイパス店のリニューアル

を実施しております。レストラン部門においてはＢＳＥに起因する諸問題の影響を大きく受け、焼肉部門を中心に売上

が落ち込みました。２月以降株式会社ジー・コミュニケーションとの第三者割当増資を行い、親会社等にあたる同社と

の連携によるシナジー効果が発揮され、既存店の原価・人件費の徹底管理、及び同社の店舗構築やローコストでの運営

ノウハウを導入したことによる利益確保に努め回復傾向になりました。当期の売上高は5,391百万円(前期比3.2%減)と

なりました。

  また、経常損失につきましては、売上高が減少したものの利益確保の努力が実り11百万円となり、前期に比べ58百万

円の改善となりました。しかしながら特別損失に減損損失及び債務保証損失引当金繰入等869百万円を計上したことも

あり当期純損失につきましては、誠に遺憾ながら809百万円の損失となりました。 

財政状態

1）キャッシュ・フローの状況

  当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ227百万円増加し、当事業年度

末では370百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果獲得した資金は、販売費及び一般管理費の削減を行ったこと等により100百万円(前期は74百万円の獲

得)となりました。

（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、有形固定資産や投資有価証券の取得により14百万円(前期は167百万円の獲得)とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果獲得した資金は、株式の発行や担保提供預金の返還により140百万円(前期は584百万円の使用)となり

ました。

2）キャッシュ・フロー指標のトレンド

前期 当期

自己資本比率（％） 10.9 6.6

時価ベースの株主資本比率（％） 28.9 56.4

債務償還年数（年） 54.6 35.8

インスタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.6 0.8
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(2)事業等のリスク

　以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業活動を理解いた

だく上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり

ますが、当社株式に関する投資判断は、本稿及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる

必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません

ので、この点にご留意下さい。

１．当社の事業内容について

(1）事業内容について

　当社は、中華専門の外食産業として本格的中国料理「敦煌」、麺れすとらん「長崎ちゃんめん」を中心とした店舗

展開を行っており、その他の業態として焼肉専門店「カルビ大陸」、讃岐うどん「麦まる」、和食「櫻庵」（現「高

粋舎（はいからや）」）、宿泊施設「いこいの村江汐」等の店舗経営を行うほか、手作りハム「高原牧場」、中華お

せち「味の華」、各種中華惣菜等の製造販売を行っております。

　また、本社工場では麺、餃子、ソース等店舗で使用する食材の一次加工を行っており、店舗作業の効率化と提供商

品の標準化等を図っております。

(2）出店政策について

　当社の主力業態は、「敦煌」、「長崎ちゃんめん」であり、郊外型での店舗展開をしております。

　今後、立地環境の変化、顧客嗜好の変化等により、収益が低下し、新業態への転換または退店等が必要となった場

合には、損失等が発生する可能性があります。

　なお、今後の店舗展開については、より集客力の高い市中型・路面店舗を視野に入れ、出店環境に対応するため既

存の業態以外に新業態での店舗展開を準備中であり、中国地区を中心に展開していく方針であります。当社は、立地

条件の良否が店舗の売上高を左右する要因であると考えていることから、出店にあたっては社内基準に基づき、出店

候補地の商圏人口、交通量、競合状況、賃借料等の条件を検討した上で、出店地の選定を行っております。

　ただし、当社の出店条件に合致した物件がなく、計画どおりに出店が出来ない場合や、出店後に立地環境等に変化

がおきた場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

２．当社を取り巻く環境について

(1）外食業界の動向について

　当社が属している外食産業については、引き続くデフレ基調、雇用不安を背景に消費が低調に推移し、又、食品を

取り巻く環境問題（BSE等）及び天候不順等の影響もあり、既存店売上高は減少傾向にあります。

　当社においても、既存店売上高の減少が続いており、新規出店、新規事業（宿泊施設）への参入、メニューの改定

及び既存店の業態変更等を実施することで売上高の確保を図っておりますが、既存店の減収が継続した場合には、当

社の業績は影響を受ける可能性があります。

(2）競合等の影響について

　当社は郊外型出店を行っておりますが、既存店周辺において同業であるファミリーレストラン、ファーストフード

店及び各種外食企業との間に、商品、品質、価格及びサービス等の面において競合が生じているものと考えております。

　当社といたしましては、徹底したコスト削減、旬のメニュー提案、サービス力の強化等、競争力の確保に努めてお

りますが、これらの競合店との競合激化によって当社の競争力が低下した場合には、当社の業績は影響を受ける可能

性があります。

(3）有利子負債依存度について

　当社は、過年度において、本社工場用地の取得、店舗展開のための投資を行っており、当該資金を金融機関からの

借入により調達していたため、総資産に占める有利子負債の比率が76.2％と高い水準にあります。

　今後においては、原則として居抜き物件を中心に投資コストの圧縮を図った展開を行う方針でありますが、有利子

負債の水準が高いことにより、金利が上昇した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
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(4）減損会計による損失の発生可能性について

　当社は、店舗及び食品工場等の資産を保有しております。次期会計年度において、資産の時価の低下及び収益性の

低下により、投資額の回収が見込めない場合には、減損損失を計上する可能性があります。

(5）個人情報取扱いについて

　当社では、一般顧客を主体とした「パオカード会員情報」のほか、株主及び従業員等の個人情報を取り扱っており

ます。個人情報保護のため、情報管理委員会を設置して対処しておりますが、個人を特定する情報が漏洩した場合に

は、企業イメージ及び当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

３．法的規制等について

(1）法的規制について

　当社が属する外食産業に関する主な法的規制としては、「調理師法」、「食品衛生法」、「水質汚濁防止法」等が

あり、「食品リサイクル法」も近年施行されております。

　これらの法的規則が強化された場合には、設備投資等の新たな費用が発生することにより、当社の業績は影響を受

ける可能性があります。

(2）衛生管理について

　当社においては、お客様に安全な商品を提供するため、社内に品質管理部門を設けており、本社工場は勿論のこと

全店舗について定期的に衛生パトロールを行い各種検査や原材料のサンプル抜取り検査等を実施し、当社独自に策定

した衛生管理の徹底を図り、提供する全ての商品の安全、品質を高めております。

　今後においても、衛生面に留意していく方針ではありますが、仕入先における無許可添加物の使用、ＢＳＥ問題等

の社会全般的な問題等が発生した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

(3）食品リサイクル法について

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

間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及び再利用を通じて、平成

18年４月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づけられております。当社においては、同法が義務

づける削減率を達成するため、現在の委託業者と食品残渣物の再資源化について検討を行っておりますが、店舗展開

による食品残渣物の増加に伴い、適正な処理業者が存在しなかった場合には、自社での設備も検討せざるを得ない等

の対応が必要になることにより、設備投資の費用が増加する可能性があります。

(4）短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

　現在、厚生労働省において、週の所定労働時間20時間以上または、年収65万以上の短時間労働者について新たに社

会保険への加入が義務付けられる案の検討がなされております。当社は、臨時雇用者数の年間平均が868人（従業員

数の85.9％）となっており、短時間労働者への依存度が高いことから、社会保険適用基準の拡大に伴う保険料の増加

によって、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

(3）次期業績の見通し

  外食業界におきましては、依然として個人消費の本格的回復は期待できず、食材コストの増加懸念もあり、厳しい環

境が継続するものと予測されます。こうした環境の中、売上高5,500百万円（前期比2.0%増加）を確保しつつ、原価・

人件費の徹底管理により経常利益100百万円（前期比111百万円増益）、当期純利益20百万円（前期比829百万円増益）

を予定しております。
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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  228,255   370,390  142,135

２．受取手形   581   692  111

３．売掛金   136,266   156,026  19,760

４．商品   1,149   687  △461

５．製品   42,545   49,339  6,794

６．原材料   55,117   58,524  3,406

７．貯蔵品   19,528   13,968  △5,560

８．前払費用   59,398   52,206  △7,191

９．一年内回収予定建設協
力金

  49,161   37,040  △12,120

10．未収入金   16,703   4,398  △12,305

11．その他   7,192   8,785  1,592

　　貸倒引当金   △2,012   △1,329  683

流動資産合計   613,887 11.3  750,733 15.9 136,845

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※１ 3,566,681   2,949,189    

減価償却累計額  2,119,727 1,446,953  1,835,048 1,114,140  △332,812

(2）構築物  450,588   354,965    

減価償却累計額  294,928 155,659  249,797 105,167  △50,492

(3）機械及び装置  232,166   235,777    

減価償却累計額  195,450 36,716  204,054 31,723  △4,993

(4）車両運搬具  48,258   32,944    

減価償却累計額  44,315 3,943  29,942 3,002  △940

(5）器具及び備品  765,755   627,103    

減価償却累計額  592,331 173,424  490,070 137,032  △36,391

(6）土地 ※１  1,928,378   1,656,031  △272,346
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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）

有形固定資産合計   3,745,076 68.9  3,047,098 64.6 △697,977

２．無形固定資産         

(1）借地権   20,577   20,577  －

(2）ソフトウェア   1,773   712  △1,060

(3）電話加入権   21,963   22,032  69

(4）施設利用権   5,213   2,938  △2,274

無形固定資産合計   49,527 0.9  46,261 1.0 △3,266

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  99,217   147,481  48,264

(2）関係会社株式   70,000   －  △70,000

(3）出資金   9,320   320  △9,000

(4）長期貸付金   1,530   1,279  △250

(5）従業員長期貸付金   470   170  △300

(6）長期前払費用   1,602   80  △1,522

(7）建設協力金   285,358   221,762  △63,596

(8）差入保証金   552,089   495,521  △56,568

(9）保険積立金   2,289   －  △2,289

(10）その他   6,800   6,800  －

　　 貸倒引当金   △3,035   △2,139  896

投資その他の資産合計   1,025,641 18.9  871,275 18.5 △154,366

固定資産合計   4,820,245 88.7  3,964,635 84.1 △855,610

資産合計   5,434,133 100.0  4,715,368 100.0 △718,765
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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）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   137,430   139,421  1,990

２．短期借入金 ※１  494,400   387,200  △107,200

３．一年内返済予定の長期
借入金

※１  249,256   1,244,072  994,816

４．未払金   233,231   209,248  △23,982

５．未払法人税等   32,200   24,193  △8,006

６．未払消費税等   7,787   13,738  5,951

７．未払費用   23,838   25,577  1,739

８．預り金   10,139   7,580  △2,559

９．賞与引当金   21,996   14,729  △7,267

10．店舗閉店損失引当金   －   21,642  21,642

11．債務保証損失引当金   －   250,027  250,027

12．その他   64,376   11,050  △53,325

流動負債合計   1,274,656 23.4  2,348,482 49.8 1,073,826

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  3,305,988   1,962,900  △1,343,088

２．繰延税金負債   9,274   15,795  6,520

３．長期預り金   134,756   70,991  △63,765

４．店舗閉店損失引当金   104,020   －  △104,020

５．その他   14,371   8,013  △6,357

固定負債合計   3,568,410 65.7  2,057,699 43.6 △1,510,711

負債合計   4,843,066 89.1  4,406,181 93.4 △436,884
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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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  692,300 12.7  951,800 20.2 259,500

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  694,680   952,680    

資本剰余金合計   694,680 12.8  952,680 20.2 258,000

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  65,000   65,000    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  300,000   300,000    

３．当期未処理損失  1,174,265   1,982,936    

利益剰余金合計   △809,265 △14.9  △1,617,936 △34.3 △808,671

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  13,682 0.3  23,301 0.5 9,619

Ⅴ  自己株式 ※４  △330 △0.0  △658 △0.0 △328

資本合計   591,066 10.9  309,186 6.6 △281,880

負債・資本合計   5,434,133 100.0  4,715,368 100.0 △718,765
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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  5,567,380 100.0  5,391,082 100.0 △176,297

Ⅱ　売上原価         

１．店舗材料・商品及び製
品期首棚卸高

 86,889   89,274   2,385

２．当期店舗材料仕入高  1,247,152   1,249,857   2,705

３．当期商品仕入高  913   806   △107

４．当期製品製造原価  724,507   659,824   △64,682

合計  2,059,462   1,999,763   △59,698

５．他勘定振替高 ※２ 57,235   52,953   △4,282

６．店舗材料・商品及び製
品期末棚卸高

 89,274 1,912,951 34.4 99,484 1,847,325 34.3 10,209

売上総利益   3,654,428 65.6  3,543,756 65.7 △110,671

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．運送費  164,054   153,522   △10,531

２．広告販促費  113,731   116,064   2,333

３．貸倒引当金繰入額  1,295   －   △1,295

４．役員報酬  42,588   43,158   570

５．給料手当  1,428,100   1,355,807   △72,293

６．賞与  28,020   25,322   △2,697

７．賞与引当金繰入額  20,201   13,585   △6,615

８．法定福利費  87,032   78,906   △8,126

９．福利厚生費  39,221   32,934   △6,287

10．賃借料  591,981   535,732   △56,248

11．水道光熱費  335,730   341,423   5,693

12．旅費交通費  19,605   16,165   △3,439

13．消耗品費  128,021   132,954   4,932

14．衛生費  119,850   114,615   △5,235

15．支払手数料  123,326   140,810   17,484

16．減価償却費  196,076   171,913   △24,163

17．その他  192,869 3,631,706 65.2 192,652 3,465,569 64.2 △216

営業利益   22,721 0.4  78,187 1.5 55,465
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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  2,791   2,704   △86

２．受取配当金  938   1,240   301

３．受取手数料  3,424   3,413   △11

４．受取保険金  9,740   －   △9,740

５．協賛金収入  780   －   △780

６．受取契約料  6,600   －   △6,600

７．預り保証金戻入益  －   24,870   24,870

８．その他  6,580 30,855 0.5 12,751 44,979 0.8 6,171

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  116,922   118,263   1,340

２．社債利息  3,262   －   △3,262

３．賃貸費用  779   9,506   8,727

４．新株発行費  －   6,020   6,020

５．その他  3,013 123,978 2.2 1,323 135,115 2.5 △1,689

経常利益
（△は経常損失）

  △70,401 △1.3  △11,948 △0.2 58,453

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ －   1,836   1,836

２．店舗閉店損失引当金戻
入益

 －   82,170   82,170

３．保険差益  － － － 6,500 90,506 1.7 6,500

Ⅶ　特別損失         

１．店舗閉鎖損失 ※４ 38,426   50,012   11,585

２. 固定資産売却損 ※５ 26,629   －   △26,629

３．固定資産除却損 ※６ 12,796   5,655   △7,141

４．減損損失 ※７ －   548,689   548,689

５．債務保証損失引当金繰
入額

 －   250,027   250,027

６．訴訟関連費用  14,672   －   △14,672

７．出資金評価損  －   9,000   9,000

８．その他特別損失 ※８ － 92,525 1.6 5,978 869,363 16.2 5,978
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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）

税引前当期純損失   162,927 △2.9  790,805 △14.7 627,877

法人税、住民税及び事
業税

  19,200 0.4  18,337 0.3 △862

当期純損失   182,127 △3.3  809,142 △15.0 627,015

　　前期繰越損失   992,138   1,174,265  182,127

　　合併による未処分利益
受入額

  －   471  471

当期未処理損失   1,174,265   1,982,936  808,671
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製造原価明細書

  
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　材料費         

１．期首原材料棚卸高  9,404   9,536    

２．当期原材料仕入高  465,425   414,939    

合計  474,830   424,476    

３．期末原材料棚卸高  9,536 465,293 64.2 9,067 415,409 63.0 △49,884

Ⅱ　労務費   106,602 14.7  97,797 14.8 △8,805

Ⅲ　経費 ※１  152,611 21.1  146,617 22.2 △5,994

当期総製造費用   724,507 100.0  659,824 100.0 △64,682

当期製品製造原価   724,507   659,824  △64,682

         

　（注）

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）

　原価計算の方法は組別総合原価計算によっており

ます。

　原価計算の方法は組別総合原価計算によっており

ます。

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

 千円

減価償却費 12,494

賃借料 2,065

消耗品費 96,067

 千円

減価償却費 12,615

賃借料 2,367

消耗品費 88,125
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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

    

税引前当期純損失  △162,927 △790,805 △627,877

減価償却費  237,141 196,153 △40,987

減損損失  － 548,689 548,689

賞与引当金の増減額  6,318 △7,267 △13,585

貸倒引当金の増減額  1,295 △1,749 △3,044

店舗閉店損失引当金の増
減額

 △42,461 △87,385 △44,924

債務保証損失引当金の繰
入額

 － 250,027 250,027

受取利息及び配当金  △3,729 △3,944 △214

支払利息  120,185 118,263 △1,921

新株発行費  － 6,020 6,020

店舗閉鎖損失  58,599 50,012 △8,586

固定資産売却益  － △1,836 △1,836

固定資産売却損  26,629 － △26,629

固定資産除却損  12,796 5,655 △7,141

出資金評価損  － 9,000 9,000

預り保証金戻入益  － △24,870 △24,870

保険金益  － △6,500 △6,500

売上債権の増減額  △10,846 △2,871 7,975

たな卸資産の増減額  △8,622 △4,179 4,442

仕入債務の増減額  △10,625 1,990 12,616

未払金の増減額  △40,949 △37,482 3,466

その他  40,437 11,562 △28,875

小計  223,240 228,483 5,243

利息及び配当金の受取額  3,801 3,944 143

保険金収入  － 6,500 6,500

利息の支払額  △124,682 △118,697 5,984

法人税等の支払額  △28,247 △19,695 8,552

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 74,111 100,535 26,423
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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

    

投資有価証券の取得によ
る支出

 － △32,235 △32,235

有形固定資産の取得によ
る支出

 △97,506 △88,460 9,046

有形固定資産の売却によ
る収入

 181,880 16,802 △165,077

無形固定資産の取得によ
る支出

 － △225 △225

無形固定資産の売却によ
る収入

 － 443 443

差入保証金の差入による
支出

 △528 △400 128

差入保証金の回収による
収入

 87,271 96,790 9,519

貸付金の貸付による支出  △1,020 △700 320

貸付金の回収による収入  2,922 958 △1,964

保険積立金解約による収
入

 2,367 2,289 △78

長期預り金の返還による
支出

 △4,100 △6,060 △1,960

長期預り金の受入による
収入

 2,525 3,915 1,390

その他  △6,601 △7,200 △598

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 167,210 △14,081 △181,291

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金による純増減
額

 △105,600 △107,200 △1,600

長期借入による収入  3,400,000 70,000 △3,330,000

長期借入金の返済による
支出

 △638,656 △418,272 220,384

社債の償還による支出  △3,180,000 － 3,180,000

株式の発行による収入  － 511,479 511,479

担保提供預金の増減額  △60,000 85,000 145,000

自己株式の取得  △330 △328 1

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △584,586 140,678 725,264
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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）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △343,263 227,132 570,396

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  486,518 143,255 △343,263

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同等
物

 － 2 2

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  143,255 370,390 227,135
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(4）損失処理案

 

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年６月25日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月24日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処理損失  1,174,265 1,982,936 808,671

合計  1,174,265 1,982,936 808,671

Ⅱ　次期繰越損失  1,174,265 1,982,936 808,671
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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

子会社株式及び関連会社株式

……　移動平均法による原価法

－

 

 その他有価証券

時価のあるもの

……　決算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）

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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・原材料（工場購入分）

……　総平均法による原価法

同左

 商品・原材料（店舗購入分）・貯蔵品

……　最終仕入原価法

 

３．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日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　15～31年

構築物　　　　10～20年

機械及び装置　　　９年

車両運搬具　　５～６年

器具及び備品　５～９年

(1）有形固定資産

同左

 (2）少額減価償却資産

　取得価額が100千円以上200千円未満の

資産については、３年間均等償却によっ

ております。

(2）少額減価償却資産

同左

 (3）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）に基づいております。

(3）無形固定資産

同左

 (4）長期前払費用

　定額法

(4）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 －

 

新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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
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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）

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるた

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）店舗閉店損失引当金

　店舗の閉鎖及びその転用計画の決定時

において、今後発生が見込まれる損失に

ついての合理的見積額を計上しておりま

す。

(3）店舗閉店損失引当金

同左

  

―

(4）債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘定した損失負担

見込額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

６．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ヵ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

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）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。これにより税引前純

損失は、548,689千円増加しております。

　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。　 
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追加情報

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）

（法人事業税における外形標準課税）

「地方税法等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

後に開始する事業年度から「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が13,000千円増加し、営業利益

が同額減少しており、経常損失及び税引前当期純損失が、

同額増加しております。

―

― （債務保証損失引当金）

重要な会計方針に記載のとおり、あじす高原ファームの借

入に対する債務保証損失の発生の可能性が高まったことか

ら、当下期において、債務保証損失引当金を計上いたしま

した。これにより、税引前当期純損失が250,027千円増加し

ております。
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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．担保提供資産 ※１．担保提供資産

（担保に供している資産） （担保に供している資産）

定期預金 85,000千円

建物  593,428

土地 1,928,378

投資有価証券 91,177

計 2,697,985

建物 466,705千円

土地 1,656,031

投資有価証券       139,394

計 2,262,132

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

一年内返済予定の長期借入金 249,256千円

長期借入金 3,305,988

計 3,555,244

短期借入金 50,000千円

一年内返済予定の長期借入金 1,008,072

長期借入金 1,565,700

計 2,623,772

　なお、担保提供資産には、債務保証先であるあじす

高原ファーム㈲の金融機関からの借入金269,656千円

に対し、担保に供している資産を含んでおります。

　なお、担保提供資産には、債務保証先であるあじす

高原ファーム㈲の金融機関からの借入金250,027千円

に対し、担保に供している資産を含んでおります。

　２．債務保証  

　次の会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

―

あじす高原ファーム㈲ 269,656千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　普通株式 18,000,000株

発行済株式総数　　普通株式 5,240,000株

授権株式数　　　　普通株式  　18,000,000株

発行済株式総数　　普通株式 6,740,000株
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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）

※４．自己株式 ※４．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は普通株式１千株であ

ります。

　当社が保有する自己株式の数は普通株式1,800株で

あります。

　５．配当制限 　５．配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が13,682千円

増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。

　有価証券の時価評価により、純資産額が23,301千円

増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。

　６．資本の欠損 　６．資本の欠損

　資本の欠損の額は874,595千円であります。 　資本の欠損の額は1,683,595千円であります。

- 24 -



（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．売上高にはフランチャイズ契約に基づくロイヤリ

ティーが14,165千円含まれております。

※１．売上高にはフランチャイズ契約に基づくロイヤリ

ティーが12,862千円含まれております。

※２．他勘定振替高は、主として広告販促費に振替えたも

のであります。

※２．　　　　　　　　 同左

※３. ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 ― 土地      1,667千円

その他      169

計 1,836

※４．店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。 ※４．店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

１.固定資産除却損 １.固定資産除却損

建物 23,376千円

構築物 3,961

器具及び備品 2,827

解体費用 8,178

計 38,344

建物       12,377千円

構築物      3,021

器具及び備品     1,916

解体費用      7,930

計 25,246

  

２．賃借物件解約損 20,255千円 ２．賃借物件解約損       24,766千円

３．店舗閉店損失引当金

　　戻入額 

△20,172千円   

  

※５．土地売却損26,629 千円。 ※５．

 ―

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 8,411千円

構築物 2,686

器具及び備品 1,698

計 12,796

建物      2,455千円

構築物      1,344

器具及び備品      1,376

車輌運搬具      477

計 5,655
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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）

※７．

―

※７．当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

 

用途 種類 場所

営業店舗

建物及び構築物、

車輌運搬具、器具

及び備品、施設利

用権、リース資産

広島県広島市他、

合計５店舗 

賃貸用資産（閉鎖

店舗） 

建物及び構築物、

器具及び備品、施

設利用権、リース

資産 

奈良県大和高田市

他、合計７物件

遊休資産 土地 山口県宇部市岬町

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店

舗を基本単位として、また賃貸資産については、閉鎖した

店舗の物件毎にグルーピングしております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、ま

た継続してマイナスとなる見込みである店舗及び賃貸資産

について、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（548,689千円）として特別損失に計上いたし

ました。減損損失の内訳は、土地267,296千円、建物

226,805千円、構築物33,936千円、車輌運搬具232千円、器

具及び備品17,926千円、施設利用権1,250千円、リース資

産1,241千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、主に使用価

値により測定し割引率は４％を用いております。

※８．

―

 

※８．その他特別損失は、前期において計上された店舗閉

店損失引当金繰入額の修正によるものです。

（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）

(1）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

現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に記載さ

れている現金及び預金であります。

（平成17年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 228,255

担保に供している預金 △85,000

現金及び現金同等物 143,255
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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）

器具及び
備品

214,878 177,497 37,380

ソフト
ウェア

47,436 40,436 7,000

合計 262,315 217,934 44,380

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び
備品

111,402 65,831 110 45,460

ソフト
ウェア

4,180 3,971 － 209

合計 115,583 69,803 110 45,669

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(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

１年内 34,548千円

１年超 9,832

計 44,380

１年内       13,661千円

１年超 32,008

計 45,669

 

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

 　　リース資産減損勘定の残高　　　　　　　8千円

（注）　　　　　　　 同左

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 57,640千円

減価償却費相当額 57,640

支払リース料       38,357千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,233

減価償却費相当額 37,124

減損損失 1,241

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左
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②　有価証券

前事業年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 41,865 64,959 23,093

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 41,865 64,959 23,093

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

(1）株式 1,294 1,157 △136

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,294 1,157 △136

合計 43,159 66,116 22,956

　（注）　貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち、決算日における時価の下落率が50％以上のものについては、

減損処理を行っておりますが、当期の減損処理額はありません。

 

２．時価評価されていない有価証券

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 33,100

- 28 -



当事業年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 73,989 113,651 39,661

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 73,989 113,651 39,661

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの

(1）株式 1,294 728 △565

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,294 728 △565

合計 75,283 114,380 39,096

　（注）　貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち、決算日における時価の下落率が50％以上のものについては、

減損処理を行っておりますが、当期の減損処理額はありません。

 

２．時価評価されていない有価証券

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 33,100
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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

　当社は、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を

利用しております。

―

 

(2）取引に対する取組方針

　当社は、基本的に金銭債権債務の残高の範囲内でデ

リバティブ取引を利用することとしており、レバレッ

ジの効く投機的な取引は行わない方針であります。

 

 

(3）取引の利用目的

　当社は、外貨建で発行した社債に係る元利金の支払

について、将来の取引市場での為替相場の変動リスク

を回避する目的で、通貨スワップ取引を利用しており、

変動金利支払の社債及び借入金については、将来の取

引市場での金利上昇がキャッシュフローに及ぼす影響

を一定の範囲に限定する目的で、金利スワップ取引を

利用しております。

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

　当社が利用している通貨スワップ取引は、為替相場

の変動によるリスクを有しており、金利スワップ取引

は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれ

も信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約

不履行によるリスクはほとんどないと認識しておりま

す。

 

 

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の契約及び管理は、経理部が行っ

ております。

　なお、取引に関する管理規程は、特に設けておりま

せん。

 

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　スワップ取引に係る想定元本は、この金額自体がデ

リバティブ取引に係る市場リスク量又は信用リスク量

を示すものではありません。

　なお、通貨スワップ取引については、「外貨建取引

等会計処理基準」により、外貨建金銭債権債務等に振

り当てているため、時価等の開示の対象から除いてお

ります。
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２．取引の時価等に関する事項

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）

　デリバティブ取引については、振当処理されている以

外の取引はありません。

同左

④　税効果会計

　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

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）

繰延税金資産  

会員権評価損 8,564千円

投資有価証券強制評価損 4,803

店舗閉店損失引当金 42,024

賞与引当金繰入限度超過額 8,886

未払事業税 5,252

繰越欠損金 394,912

その他 2,628

評価性引当額 △467,072

繰延税金資産計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △9,274

繰延税金資産（負債）の純額 △9,274

繰延税金資産  

会員権評価損      8,564千円

投資有価証券強制評価損 4,803

店舗閉店損失引当金 8,743

賞与引当金繰入限度超過額 5,950

未払事業税 2,566

繰越欠損金 418,147

減損損失 221,670

債務保証損失引当金 101,010

その他 6,373

評価性引当額 △777,831

繰延税金資産計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △15,795

繰延税金資産（負債）の純額 △15,795

　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

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）

　当事業年度の法定実効税率と税効果会計適用後の負担

税率との差異については、税引前当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。

同左

⑤　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）

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。 同左

- 31 -



⑥　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
（注）

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

役員及び個

人主要株主
小川英彰 － －

個人主要

株主

(被所有)

直接

14.4％

－ －

当社が賃借し

ている営業店

舗の賃借契約

に対する個人

保証

－ － －

　（注）１．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．保証件数及び年間対象賃借料は次のとおりであります。

氏名
保証件数（件）

（平成17年３月31日現在）

年間対象賃借料（千円）
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

小川英彰 3 17,815

年間対象賃借料には、消費税等は含まれておりません。

３．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　個人保証に対して、保証料の支払及び担保の提供等は行っておりません。

４．議決権等の所有（被所有）割合は、小川英彰氏が実質的に所有している名義書換未済（証券保管振替機構名義）

の株式である100千株を含めて算定しております。

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
会社等の
名称

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
（注）

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

役員及び個

人主要株主

 小川英彰 － －
個人主要

株主

(被所有)

直接

14.4％

－ －

当社が賃借し

ている営業店

舗の賃借契約

に対する個人

保証

－ － －

主要株主

(個人)及

びその近

親者が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社等

あじす高

原ファー

ム(有)

山口県山

口市阿知

須2423番

地127

60,000

ブライダ

ル事業

レストラ

ン事業

－ － －  債務保証 269,656 － －

　（注）１．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．保証件数及び年間対象賃借料は次のとおりであります。

氏名
保証件数（件）

（平成18年３月31日現在）

年間対象賃借料（千円）
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

小川英彰 3 17,815

年間対象賃借料には、消費税等は含まれておりません。

３．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　(1)個人保証に対して、保証料の支払及び担保の提供等は行っておりません。

　(2)債務保証に対して、保証料の支払及び担保提供は受けておりません。

４．小川氏は、平成17年９月13日の株式譲渡により、議決権の所有割合が、零となっており、当事業年度末において

は関連当事者には該当しなくなっております。

５．あじす高原ファーム(有)に対する債務保証は、同社の金融機関からの借入金に対して行ったものです。
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６．あじす高原ファームについては、当社個人主要株主である小川氏が平成17年７月28日に増資を引き受けたことに

より議決権の55.5％を直接保有することとなり、当社の関連当事者に該当することとなりました。

７．あじす高原ファーム(有)については、小川氏が保有する当社の全株式を平成17年９月13日に譲渡したことにより、

関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額及び期末残高については、関連当事者でなくなった時点の

金額を記載しております。
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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 112円82銭

１株当たり当期純損失 34円76銭

１株当たり純資産額      45円89銭

１株当たり当期純損失 145円22銭

　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、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。

　（注）　１株当たり当期純損失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）

当期純損失（千円） 182,127 809,142

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 182,127 809,142

期中平均株式数（株） 5,239,934 5,571,855

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の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類（旧商法に基づく

新株引受権42千株）

－
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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18年３月20日開催の当社取締役会において決議された

第三者割当増資による新株式発行について、以下のとおり実

行をいたしました。

①発行済新株式数

　普通株式　4,240,000株

②発行価格

　１株につき　360円

③発行価格の総額

　1,526,400,000円

④資本組入額

　１株につき　180円

⑤申込期日

　平成18年４月10日

⑥払込期日

　平成18年４月10日

⑦配当起算日

　平成18年４月１日

⑧割当先及び株式数

　株式会社ジー・コミュニケーション　　3,400,000株

　ＢＳＬ株式会社　　　　　　　　　　　　840,000株

⑨割当新株式の譲渡報告に関する事項等

　割当先との間において、割当新株式発行日（平成18年４

月10日）より２年間において、当該割当新株式の全部及　　

び一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及

び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡

の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を受けており

ます。

⑩資金使途

　有利子負債の圧縮、新規出店及びＭ＆Ａ資金の一部に充当

するものとします。 

当期中の発行済株式数の増加 

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

平成18年１月23日 第三者割当増資 1,500,000 345 173
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

 
第40期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

生産実績（千円） 659,824 91.1

仕入実績（千円） 1,250,663 100.2

(2）受注状況

　当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

業態別
第40期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

営業店舗売上（千円） 4,325,169 96.1

長崎ちゃんめん等 1,811,785 101.7

敦煌 1,494,840 94.4

その他 1,018,543 89.6

ＦＣ向売上（千円） 185,031 91.6

外販売上（千円） 868,019 102.2

ロイヤリティー（千円） 12,862 90.8

合計（千円） 5,391,082 96.8
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６．役員の異動
退任予定取締役　　　　　　 （現）専務取締役

 　　　　　　　　　　　　　　　　　管理本部長　　　　　　重村　祥次

新任監査役候補　　　　　　 　　　監査役（社外監査役）　稲角　好宣 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現　㈱ジー・コミュニケーション取締役）

退任予定監査役　　　　　　　（現）監査役　　　　　　　　鈴木　陽一

 異動予定日は、平成18年６月24日の定時株主総会をもって異動予定です。
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