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１．2006年３月期の業績（2005年４月１日～2006年３月31日）
(1）経営成績 （百万円未満は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　　％

2006年３月期 17,914 (1.9) 945 (107.0) 930 (141.5)
2005年３月期 17,578 (0.7) 456 (478.3) 385 (－)

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 ％ ％ ％

2006年３月期 310 (－) 65 08 － － 23.8 10.8 5.2
2005年３月期 △464 (－) △99 48 － － △33.5 4.1 2.2
（注）１．持分法投資損益 2006年３月期　　　 －百万円 2005年３月期　　　 －百万円

２．期中平均株式数 2006年３月期　　4,669,650株 2005年３月期　　4,669,684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

(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 ％ ％

2006年３月期 8 00 0 0 8 00 37 12.0 2.6
2005年３月期 0 0 0 0 0 0 － － －

(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

2006年３月期 7,721 1,464 19.0 313 60
2005年３月期 9,508 1,153 12.1 247 02

（注）１．期末発行済株式数 2006年３月期　　4,669,650株 2005年３月期　　4,669,650株
２．期末自己株式数 2006年３月期　　　　4,350株 2005年３月期　　　　4,350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

2006年３月期 1,316 △490 △1,998 1,028
2005年３月期 536 △100 549 2,200

２．2007年３月期の業績予想（2006年４月１日～2007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 9,300 400 60 8 00 － － － －
通　　期 19,500 1,120 400 － － 8 00 16 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）85 円 66 銭
※　業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今

後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果と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４ページの「次期の見通し」をご覧ください。



１．企業集団の状況
　当社は丼、うどんを中心とした和風ファストフード店、及びそのチェーン本部の経営を行なっております。

当社の筆頭株主でありました株式会社ゼンショーは当社株式の公開買い付けにより、新たに1,261,400株を取得し、2005

年8月5日付で当社の親会社に該当する会社となりました。株式会社ゼンショーは、フード業を営んでおります。

　当社の主要株主でありました双日株式会社は株式会社ゼンショーの公開買い付けに応募したことなどの結果、当社に

対する議決権の所有割合はなくなりました。

 

 

 

親会社 ㈱ゼンショー 

当社 

お客様 

フランチャイズ加盟店 

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は常に食の安全を最優先に考え、商品を開発してまいりました。「心のこもったおもてなし」のもと、「厳選

した素材の美味しい商品」を「清潔で明るいお店」で、「迅速な商品の提供」を通してより多くのお客様に満足して

いただくことにより社会貢献することをその経営方針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分に関しましては配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化のための内部留保充実も

ふまえ、業績に応じた利益配分を行なってまいります。なお、新会社法施行後におきましても、その回数等に特段の

変更を予定しておりません。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　独自性のある新商品投入により客数を回復し、個店毎の売上を増加させ、全体として利益を確保できる体質を作り

上げるとともに、競合他社との差別化を明確にできるブランド力の確立と浸透を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社では、ほぼ全店に「カツ丼」の販売を拡大してまいりました。また、季節感のある食事として、夏場の「やま

わさびうどん・そば」や冬場の「牡蠣とじ丼」「坦々うどん」等お客様に喜んでいただける商品の提供を目指してま

いりました。今後は、さらに安全・安心な食材による商品の提供を強化し、安心してお食事を楽しんでいただけるブ

ランド作りを目指してまいります。
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(5）親会社等に関する事項

　1. 親会社等の商号等　

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 

 　　株式会社ゼンショー  　　　　　親会社 64.29

 

 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

　　 当社の親会社およびその企業グループは、主に外食事業経営を幅広く行なっております。

　 このうち、当社は直営およびフランチャイズシステムによるチェーン展開により、うどん、丼、定食などの和風

　 飲食店の経営を行なっております。

  　ゼンショーグループは、安全で質の高い商品とサービスをお客様に提供するため、メニューの開発から食材の

　調達、製造、加工、物流、販売に至る全過程をコントロールする一貫体制（マス・マーチャンダイジングシステ

　ム）の構築に努めております。当社はこのシステムにより、安全で高品質かつ安価な材料の調達や各店舗への迅

　速かつ確実な配送といったメリットを享受しております。

　　当社には、経営に対する牽制の強化、およびグループ間の経営情報の共有を目的として社外取締役として、親

　会社より４名の取締役（非常勤）が就任しております。この４名の取締役のうち、３名は親会社の取締役を兼務

　しております。

　　当社では、商品開発面において、独自の研究開発活動を行なっており、当社固有の新商品の創出により、幅広

　い年齢層のお客様への訴求を行なっており、また店舗の佇まいや内装面においても独自の発想に基づいた展開を

　行ない、他店との差別化を図っております。

 

 　３. 親会社等との取引に関する事項

　　　 親会社等との重要な取引につきましては、23ページ「関連当事者との取引」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当期の概況

　当期におけるわが国経済は、企業投資の拡大、雇用の拡大等による景気の上向き感が見られ、原油価格の高騰、

金利の上昇など一部に不安材料はあるものの、緩やかに回復の兆しを見せております。

  外食産業におきましては、米国産牛肉の輸入再停止、鳥インフルエンザ問題等、食の安全性に係わる問題の影響

が懸念され、売上高が完全に回復したとは言い難い状況であります。

　このような状況下、当社では、「カツ丼」の販売および季節感ある新商品の積極投入により、お客様に食を楽し

んでいただける環境作りに努めてまいりました。また、ゼンショーグループに属したことを契機として、同グルー

プでの共同仕入れにより可能となった豪州産牛肉１００％を使用した「新和風牛丼」の販売を開始する一方、物流

統合によるコスト削減に努めることにより、売上の確保と利益の拡大を目指してまいりました。

　この結果、当期の業績は、売上高17,914,111千円（前期比1.9％増）、営業利益945,365千円（前期比107.0％増）、

経常利益930,370千円（前期比141.5％増）となりました。当期純利益は310,905千円（前期は、当期純損失464,545

千円）となりました。

②　部門別業績

＜直営店部門＞

　当期における新規出店は７店舗、加盟店３店舗の直営化と２店舗の直営店譲渡および４店舗の閉鎖により、直営

店総店舗数は１８７店舗となり、売上高は14,422,694千円（前期比3.9％増）となりました（※上記閉鎖４店舗には、

新業態店舗１店舗の閉鎖を含みます）。

＜フランチャイジー（加盟店）部門＞

　当期における加盟店店舗は新規出店２店舗、直営店譲渡による出店２店舗、３店舗の直営化と２店舗の閉鎖によ

り、総店舗数８３店舗となり、売上高は3,010,696千円（前期比6.1％減）となりました。

＜その他部門＞

　当期末における外販売上は冷凍親子丼および冷凍すだちおろしうどんの売上が順調に推移したため、売上高は

322,658千円（前期比20.8％増）となりました。

（2）財政状態

 　　   財政状態

        当期の自己資本比率は19.0％（前期の自己資本比率は12.1％）に回復しました。その理由としましては、当期純

　　　利益を310,905千円計上したこと、また、借入金返済により負債合計が減少したことによります。

　　　　キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前期末に比べ1,172,079千円減少し、

1,028,558千円となりました。

　当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当期において営業活動の結果得られた資金は1,316,243千円（前期比145.3％増）となりました。

　これは主に、当社が2005年８月にゼンショーグループに属したことにより、商品仕入コスト引下げによる売上原

価の低減を実現しただけでなく、新商品を季節に応じて順次導入したことなどが功を奏し、売上高が前期に比べ、

335,702千円増加したことに加え、販売費及び一般管理費をコントロールしたことで、税引前当期純利益が640,272

千円となったことによります。

＜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490,053千円（前期比388.5％増）となりました。

　これは主に、当期における新規出店数が７店舗にとどまったものの、29店舗の改装を実施したことによる有形固

定資産の取得が併せて479,205千円あったことによります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当期において財務活動の結果使用した資金は1,998,268千円（前年同期は、得られた資金549,581千円）となりま

した。

　これは主に、長期借入れによる収入が2,800,000千円あった一方で、長期借入金の返済による支出が2,108,187千

円あったこと、さらに短期借入金の返済による支出が2,690,000千円あったことによります。
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(3）次期の見通し

　　我が国経済は、雇用環境をはじめとして改善傾向が見られますが、個人消費におきましては、社会保険料・税金

　など国民負担の増加が懸念され、急激な成長は望みがたく、横ばい状態が続くものと予想されます。

外食産業におきましては、商品および業態見直しが進み、新規出店による拡大傾向が各社に見られ、更なる競合状

態が続くものと予想されます。また、６月に開催されるワールドカップが業績に及ぼす影響についても懸念されます。

　　当社におきましても、鳥インフルエンザ問題の拡大による食材リスクや米国産牛肉輸入再停止の影響による食材

　仕入れ価格高騰等、いくつかの懸念材料はありますが、商品の多様化、オペレーションの効率化等を迅速に推進す

　ることで対応できるものと考えております。

　　次期の業績につきましては、売上高19,500百万円、経常利益1,120百万円、当期純利益400百万円を見込んでおり

　ます。

 

(4）事業等のリスク

 　　　当社の経営成績や財務状況に重大な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりであります。　

 　　① 原材料について

        当社の主力商品のひとつである「親子丼」において、鳥インフルエンザの発生等による販売不振が発生するリス

      クが考えられます。当社は安全な食材を継続的かつ安定的に調達することに取り組んでおりますが、今後もこのよ

　　　うな事態が他の食材において発生することで、材料調達コストの高騰や消費の急速な減少が、当社業績に影響を与

      える可能性があります。

 　　② 加盟店との関係について

　当社は加盟店希望者とフランチャイズ契約を締結し、特定地区において店舗を出店する権利を付与しております。

加盟店の事業活動結果としての損益責任は、契約上当社が法的責任を負わないことを明記しておりますが、当社は

加盟店に対して加盟店の事業活動に伴う食材卸売り等の売掛債権を有しており、加盟店の経営悪化による貸倒引当

金の増加が当社業績に影響を与える可能性があります。

 　　③ 新規出店について

　経済情勢の変化、優良土地の獲得競争激化等により新規出店が計画通り実現できないことが当社業績に影響を与

える可能性があります。

 　　④ 法的規制について

　当社が経営している外食事業のなか卯店舗は「食品衛生法」により規制を受けております。飲食店の営業におい

ては、厚生労働省令の定めにより都道府県知事の許可制となっており、万一食中毒等の事故を起こした場合には、

一定期間の営業の停止や営業許可の取り消し等を命じられることがあり、その場合に当社業績に影響を与える可能

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

（2005年３月31日）
当事業年度

（2006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
（％）

増減金額
 (千円) 

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,200,637 1,028,558

２．売掛金 454,645 413,328

３．商品 146,483 55,366

４．貯蔵品 8,161 9,668

５．前払費用 185,020 164,687

６．繰延税金資産 117,387 174,452

７．短期貸付金 41,383 33,045

８．未収入金 107,870 9,362

９．その他 3,546 2,667

10．貸倒引当金 △22,809 △21,068

流動資産合計 3,242,326 34.1 1,870,068 24.2 △1,372,258

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,625,149 3,700,261

減価償却累計額 796,271 2,828,878 810,553 2,889,707

２．構築物 78,479 71,476

減価償却累計額 36,394 42,084 35,222 36,253

３．工具器具備品 225,311 216,008

減価償却累計額 176,057 49,254 163,120 52,888

４．土地 12,230 －

５．建設仮勘定 13,263 8,238

有形固定資産合計 2,945,711 31.0 2,987,087 38.7 41,376

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 204,649 128,814

２．電話加入権 301 301

無形固定資産合計 204,951 2.1 129,116 1.7 △75,834
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前事業年度

（2005年３月31日）
当事業年度

（2006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
（％）

増減金額
 (千円) 

(3）投資その他の資産

１．出資金 450 450

２．長期貸付金 338,761 286,397

３．従業員長期貸付金 8,404 7,275

４．長期前払費用 77,197 53,764

５. 長期前払家賃 112,574 105,199

６．繰延税金資産 393,515 69,083

７．差入保証金 2,081,526 2,112,184

８．長期預金 100,000 100,000

９．その他 64,817 35,357

10．貸倒引当金 △62,114 △34,534

投資その他の資産
合計

3,115,131 32.8 2,735,178 35.4 △379,953

固定資産合計 6,265,795 65.9 5,851,382 75.8 △414,412

資産合計 9,508,121 100.0 7,721,451 100.0 △1,786,670

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※３ 753,002 681,126

２．短期借入金 ※３ 2,690,000 －

３．一年以内に返済予定
の長期借入金

1,648,257 1,732,614

４．未払金  ※３ 308,148 269,421

５．未払費用 162,252 166,011

６．未払法人税等 63,146 83,939

７．未払消費税等 48,328 35,982

８．預り金 16,859 12,902

９．前受収益 31,569 33,825

10．賞与引当金 91,000 140,000

11．その他 1 52

流動負債合計 5,812,565 61.1 3,155,876 40.9 △2,656,688

－ 6 －



 
前事業年度

（2005年３月31日）
当事業年度

（2006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
（％）

増減金額
 (千円) 

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,863,838 1,331,294

２. 関係会社長期借入金  　－ 1,140,000

３．退職給付引当金 76,109 73,341

４．預り保証金 505,135 486,119

５．その他 96,964 70,403

固定負債合計 2,542,046 26.8 3,101,158 40.1 559,112

負債合計 8,354,611 87.9 6,257,035 81.0 △2,097,576

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 684,880 7.2 684,880 8.9  －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 783,087 471,787

資本剰余金合計 783,087 8.2 471,787 6.1 △311,299

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 31,037   －

２．任意積立金

別途積立金 100,000  －

３．当期未処分利益また
は当期未処理損失
(△)

△442,337 310,905

利益剰余金合計 △311,299 △3.3 310,905 4.0 622,205

Ⅳ　自己株式 ※２ △3,157 △0.0 △3,157 △0.0  　　　　－

資本合計 1,153,510 12.1 1,464,415 19.0 310,905

負債・資本合計 9,508,121 100.0 7,721,451 100.0 △1,786,670

－ 7 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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
（％）

増減金額
(千円) 

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 17,358,742 17,756,049

２．その他の営業収入 ※１ 219,666 17,578,409 100.0 158,062 17,914,111 100.0 335,702

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 70,398 146,483

２．当期商品仕入高 6,939,632 6,713,209

合計 7,010,031 6,859,693

３．期末商品たな卸高 146,483 6,863,548 39.0 55,366 6,804,326 38.0 △59,221

売上総利益 10,714,861 61.0 11,109,785 62.0 394,924

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 10,258,165 58.4 10,164,420 56.7 △93,745

営業利益 456,695 2.6 945,365 5.3 488,669

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 17,878 13,842

２．不動産賃貸収入 65,671 49,533

３．その他 47,141 130,691 0.7 65,964 129,340 0.7 △1,350

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 109,969 70,981

２．不動産賃貸経費 60,406 48,535

３．たな卸資産処分損 3,359 2,354

４．貸倒引当金繰入額 7,788 －

５．その他 20,654 202,178 1.1 22,463 144,335 0.8 △57,843

経常利益 385,208 2.2 930,370 5.2 545,162

－ 8 －



前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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
（％）

増減金額
(千円) 

 Ⅵ　特別利益

  １．固定資産売却益  ※４ － 18,144

　２．貸倒引当金戻入  －   － 19,429 37,573 0.2 37,573

 Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 34,982 235,764

２．店舗閉鎖損失 ※６ 695,582 60,287

３．役員退職慰労金 176,474 －

４．営業権償却 45,202 29,821

５．特別退職金 37,876 －

６．その他 ※７ 39,376 1,029,495 5.9 1,800 327,672 1.8 △701,823

税引前当期純利益ま
たは税引前当期純損
失(△)

△644,287 △3.7 640,272 3.6 1,284,559

法人税、住民税及び
事業税

67,000 62,000

法人税等調整額 △246,741 △179,741 △1.1 267,366 329,366 1.8 509,108

当期純利益または
当期純損失(△)

△464,545 △2.6 310,905 1.8 775,451

前期繰越利益 22,208 － △22,208

当期未処分利益また
は当期未処理損失
(△)

△442,337 310,905 753,242

－ 9 －



(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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

税引前当期純利益または
税引前当期純損失（△）

△644,287 640,272

減価償却費 235,177 220,479

無形固定資産償却額 131,193 115,155

長期前払費用償却額 40,174 32,509

賞与引当金の増減額（△減少） △31,000 49,000

退職給付引当金の増減額(△減少) △2,430 △2,767

貸倒引当金の増減額(△減少) △57,161 △13,651

受取利息 △17,878 △13,842

支払利息 109,969 70,981

有形固定資産売却益 － △18,144

有形固定資産除売却損 34,982 235,764

店舗閉鎖損失 456,746 48,932

売上債権の増減額(△増加) 44,252 5,963

たな卸資産の増減額(△増加) △67,022 89,608

その他営業債権の増減額（△増加） △45,411 119,660

仕入債務の増減額(△減少) 177,026 △71,875

営業保証金の純増減額 △3,350 △616

その他営業債務の増減額（△減少） 159,197 △87,007

未払消費税等の増減額（△減少） △10,167 △12,346

その他 92,028 －

小計 602,038 1,408,076

利息の受取額 5,735 3,070

利息の支払額 △109,156 △69,011

その他 24,403 －

法人税等の支払額 △53,124 △30,826

法人税等の還付額 66,788 4,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,684 1,316,243

－ 10 －



前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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

定期預金の払出による収入 5,200 －

有形固定資産の取得による支出 △259,184 △540,878

有形固定資産の売却による収入 17,945 41,287

無形固定資産の取得による支出 △43,682 △18,142

貸付けによる支出 △63,272 △17,001

貸付金の回収による収入 45,469 46,947

敷金保証金等の支払による支出 △50,774 △98,837

敷金保証金等の返還による収入 289,056 59,536

預り保証金等の払戻による支出 △87,394 △16,091

預り保証金等の受入による収入 25,360 30,274

その他 20,966 22,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,309 △490,053

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△純減少額） 2,390,000 △2,690,000

コマーシャルペーパーの発行による収入 2,200,000 －

コマーシャルペーパーの償還による支出 △2,200,000 －

長期借入れによる収入 245,000 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △2,085,116 △2,108,187

自己株式の取得による支出 △37 －

配当金の支払額 △264 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 549,581 △1,998,268

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 985,957 △1,172,079

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,214,680 2,200,637

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,200,637 1,028,558

－ 11 －



(4）利益処分(損失処理)案

前事業年度
 2005年６月23日

当事業年度
 2006年６月22日

区分
注記
番号

金額（千円）  区分
 注記
 番号

金額（千円） 

Ⅰ　当期未処理損失 442,337 Ⅰ　当期未処分利益 310,905

Ⅱ　損失処理額  Ⅱ　利益処分額

１．任意積立金取崩額 　 １. 配当金 37,357

別途積立金取崩額 100,000

２．利益準備金取崩額

 

 

 

31,037

 

 

 

　 ２. 役員賞与金

 　　（うち監査役賞与金）

 

 

7,000

(1,000)

 

 

３．資本準備金取崩額 311,299 442,337  44,357

Ⅲ　次期繰越損失
  －

 Ⅲ　次期繰越利益 
  

266,548

－ 12 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

１．デリバティブの評価基準

および評価方法

　時価法 同左

２．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）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

　ただし、1998年４月１日以降取得し

た建物については、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　　　　６～46年

　　構築物　　　　７～20年

　　工具器具備品　３～20年

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建　物　　　　６～34年

　　構築物　　　　７～20年

　　工具器具備品　３～20年

 

（会計方針の変更）

　当期より、有形固定資産の減価償却方法

を定率法から定額法に変更しております。

　従来は、定率法（ただし、1998年４月１

日以降に取得した建物については定額法）

によっておりましたが、当社が2005年８月

に株式会社ゼンショーのグループ企業に

なったことを契機に、親子会社間の会計処

理の統一を目的として、定額法に変更して

おります。

　この変更は当社の有形固定資産が主とし

て直営店の店舗設備であり、修繕等の維持

コストも計画的に発生することから、減価

償却費を毎期均等化して計上する定額法の

方が収益との合理的な対応を図ることがで

きるものと考えられるためであります。

　この変更により、従来の方法によった場

合に比べ減価償却費は8,174千円減少し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利

益は同額増加しております。

 

(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(主

として７年)に基づいております。

　営業権については、発生時に一括償

却しております。

(2）無形固定資産

　定額法

　　　　　　　同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

　　　　　　　同左　　　　
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項目
前事業年度

（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を検討し、

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

　従業員に支給する賞与の支払に備え

るため、支給見込額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職給付に

備えるため計上しております。

　従業員については、当期末における

退職給付債務の見込額を計上しており

ます。

　執行役員については、執行役員退職

金規程に基づく当期末要支給額を計上

しております。

(3）退職給付引当金

同左

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、金利

スワップの特例処理の要件を満たすた

め、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

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

(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

　将来の金利変動によるリスク回避を

目的として利用しており、リスクヘッ

ジ目的以外の取引は行わない方針であ

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

７．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お

よ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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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。これによる損益に与える影響はありません。　　　

追加情報

前事業年度
（自　2004年４月１日

至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

　法人事業税の付加価値割および資本割については、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)）に基づき、販売費及び

一般管理費(30,134千円）に計上しております。

 　――――――――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（2005年３月31日）

当事業年度
（2006年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

会社が発行する株式

の総数
普通株式 18,696,000株

発行済株式の総数 普通株式 4,674,000株

会社が発行する株式

の総数
普通株式 18,696,000株

発行済株式の総数 普通株式  4,674,000株

※２　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,350　

　 株であります。

※２　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,350

株であります。

※３　関係会社項目 ※３　関係会社項目

 　　　関係会社に対する負債には次のものがあります。

 

  関係会社に対する負債には次のものがあります。

 　　（区分掲記したものを除く）

流動負債

買掛金 135,087千円

 未払金 　－千円

短期借入金 1,600,000千円

流動負債

買掛金 268,571千円

 未払金 17,822千円

短期借入金    300,000千円

　４　偶発債務

保証債務

　下記加盟店の㈱モスクレジットからの借入に対し、

債務保証を行っています。

　４　偶発債務

 　　　　加盟店の㈱モスクレジットからの借入に対する

　　　 債務保証はなくなりました。

㈱木馬 5,472千円

㈲オールウェイズ 4,715千円

㈲ニック 3,057千円

㈲ショーヤフードサービス 2,810千円

計 16,055千円

　５　資本の欠損の額 345,494千円 　５　資本の欠損の額        －千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

※１　その他の営業収入の内容は次のとおりであります。 ※１　その他の営業収入の内容は次のとおりであります。

フランチャイズ加盟料 5,750千円

ロイヤリティ収入 144,240千円

その他の収入 69,676千円

フランチャイズ加盟料     3,750千円

ロイヤリティ収入      131,900千円

その他の収入      22,412千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は83％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は17％であ

ります。主要な費目および金額は、次のとおりであり

ます。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は80％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は20％であ

ります。主要な費目および金額は、次のとおりであり

ます。

広告宣伝・販売促進費 440,595千円

運賃 311,880千円

貸倒引当金繰入額 12,758千円

給料手当・賞与 4,437,355千円

賞与引当金繰入額 91,000千円

退職給付費用 19,295千円

地代家賃・水道光熱費 2,439,258千円

賃借料 453,267千円

減価償却費 235,177千円

無形固定資産償却費 85,991千円

長期前払費用償却費 40,174千円

広告宣伝・販売促進費   386,812千円

運賃      254,429千円

貸倒引当金繰入額    5,777千円

給料手当・賞与    4,283,664千円

賞与引当金繰入額      140,000千円

退職給付費用       17,829千円

地代家賃・水道光熱費   2,324,251千円

賃借料      448,806千円

減価償却費     220,479千円

無形固定資産償却費       85,334千円

長期前払費用償却費   32,509千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

20,638千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

  21,759千円

※４　　　　―――――――――――――――― ※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 　　　 建物　　　　　　　　　　　　　  18,144千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 34,029千円

工具器具備品 953千円

その他 －千円

建物      227,147千円

工具器具備品    1,317千円

その他 7,300千円

※６　２５店舗閉鎖に伴い、以下の損失が発生しておりま

す。

※６　４店舗閉鎖に伴い、以下の損失が発生しております。

建物除却損 364,917千円

工具器具備品除却損 1,561千円

撤去関連費用 329,102千円

土地売却損 －千円

建物除却損       36,943千円

工具器具備品除却損      957千円

撤去関連費用       11,354千円

土地売却損 11,030千円

※７　その他特別損失の内容は次のとおりであります。 ※７　その他特別損失の内容は次のとおりであります。

本部移転費用 24,565千円

過年度事業所税等 7,171千円

貸倒損失 5,286千円

出店予定取消費用 －千円

その他 2,353千円

本部移転費用       －千円

過年度事業所税等      －千円

貸倒損失      －千円

出店予定取消費用 1,800千円

その他   －千円
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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

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

（2005年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,200,637

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 2,200,637

（2006年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,028,558

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,028,558
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①　リース取引

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(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）

建物
（附属設備）

181,195 142,918 38,277

工具器具備品 1,643,249 951,142 692,106

ソフトウェア 7,254 4,916 2,338

合計 1,831,699 1,098,977 732,722

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）

建物
（附属設備）

97,357 89,911 7,446

工具器具備品 1,465,618 627,637 837,980

ソフトウェア 9,147 6,126 3,021

合計 1,572,123 723,674 848,448

(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

１年内 324,902千円

１年超 428,543千円

合計 753,446千円

１年内      280,507千円

１年超   583,120千円

合計      863,627千円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 424,640千円

減価償却費相当額 397,324千円

支払利息相当額 24,419千円

支払リース料      384,217千円

減価償却費相当額      360,326千円

支払利息相当額    20,005千円

(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

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,041千円

１年超 1,821千円

合計 2,862千円

１年内     657千円

１年超    1,164千円

合計      1,821千円

②　有価証券

前事業年度（2005年３月31日現在）

　該当事項はありません。

当事業年度（2006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

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006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、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

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

　金利スワップ取引については、金利スワップの特例

処理の要件を満たすため、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

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回避を目的として利用

しており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方

針であります。

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、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないと認識しており

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

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自2004年４月１日　至2005年３月31日）

　該当事項はありません。

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

ら除いております。

当事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　該当事項はありません。

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

ら除いております。

④　退職給付

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、退職一時金制度を設けております。

 

２．退職給付債務およびその内訳

前事業年度
（2005年３月31日）

当事業年度
（2006年３月31日）

(1）年金資産（千円） 1,880 －

(2）退職給付引当金（千円） 76,109 73,341

77,989 73,341

　（注）１．当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

 ２．年金資産は特定退職年金共済制度の解約返戻金相当額でありますが、対象が一部従業員のみとなるため2005

年９月に同制度を解約しております。

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

勤務費用（千円） 19,295 17,829

 　（注）当社は、退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

 

４．退職給付債務の計算基礎

　当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載してお

りません。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（2005年３月31日）

当事業年度
（2006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

（単位：千円）

繰延税金資産

繰越欠損金 313,535

貸倒引当金損金算入限度超過額 34,479

賞与引当金損金算入限度超過額 36,946

未払事業税 11,731

未払事業所税 4,675

退職給付引当金損金算入限度超過額 29,765

ゴルフ会員権評価損 406

未払費用 3,887

営業権一括償却 16,393

長期前受収益 4,884

店舗閉鎖損失 23,162

その他 31,036

繰延税金資産計 510,902

（単位：千円）

繰延税金資産

繰越欠損金 69,961

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,607

賞与引当金損金算入限度超過額 56,840

未払事業税 4,498

未払事業所税 8,020

退職給付引当金損金算入限度超過額 29,776

ゴルフ会員権評価損 406

未払費用 13,069

営業権一括償却 21,594

長期前受収益 3,389

店舗閉鎖損失 1,235

その他 18,137

繰延税金資産計 243,535

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

　当期は税引前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。

 

(単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）

 交際費等永久に損金にされな

 い項目

1.1

 住民税均等割等 9.7

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 51.4

 

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。

⑥　持分法損益等

前事業年度（自2004年４月１日　至2005年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、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2004年４月１日　至2005年３月31日）

(1）法人主要株主等

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

その他

の関係

会社

双日㈱
東京都

港区
292,184,066

総合商社とし

て、主に国内

外における物

品の売買およ

び貿易

(被所有)

直接

18.42％

転籍１

名

商品の

仕入先
商品の仕入 951,627

未収入金 33,858

買掛金 135,087

未払金 5,951

その他

の関係

会社

㈱ゼン

ショー

東京都

港区
3,021,205 　フード業 33.04％ － － － － 短期借入金 1,600,000

　（注）１．親会社および主要株主に2005年3月2日付けで異動があり、双日株式会社は親会社に該当しなくなりましたが

引続き主要株主である会社となりました。また、株式会社ゼンショーは新たに主要株主および筆頭株主に該

当する会社となりました。

①双日㈱との取引額および期末残高

2004年４月１日から2005年３月31日までの取引金額を記載しております。

②㈱ゼンショーとの期末残高

2005年３月31日の期末残高を記載しております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

　商品の仕入取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、未収入金、買掛金および未払金には消費税等を含んでおり

ます。

(2）兄弟会社等

　該当事項はありません。

当事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

(1）法人主要株主等

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

親会社
㈱ゼン

ショー

東京都

港区
3,021,205 フード業

 

64.29％

 

兼任

 ４名

食材の

仕入先

食材の仕入

 
業務委託料他

 
支払利息

1,599,868

 
135,538

 
14,967

売掛金 5

買掛金 268,571

未払金 17,822

短期借入金 300,000

長期借入金 1,140,000

　（注）１．親会社及び主要株主に2005年８月５日付で異動があり、株式会社ゼンショーは新たに親会社に該当する会社

となりました。また、双日株式会社は主要株主に該当しなくなりました。なお、㈱ゼンショーとの取引額お

よび期末残高は、2005年４月１日から2006年３月31日までの取引金額を記載しております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　商品の仕入取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、売掛金、買掛金および未払金には消費税等を含んでおります。 

 

(2）兄弟会社等

 　　　　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 247.02 313.60

１株当たり当期純利益または

１株当たり当期純損失（△）（円）
△99.48 65.08

潜在株式調整後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

益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△）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　2004年４月１日
至　2005年３月31日)

当事業年度
(自　2005年４月１日
至　2006年３月31日)

当期純利益または

当期純損失(△)（千円）
△464,545 310,905

普通株主に帰属しない金額（千円） － 7,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (7,000)

普通株式に係る当期純利益または

当期純損失(△)（千円）
△464,545 303,905

期中平均株式数（千株） 4,669 4,669
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５．販売の状況
　当社は、直営店での販売およびフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているた

め、生産および受注の状況は記載しておりません。

部門別売上高実績

部門別

前事業年度
（自　2004年４月１日
至　2005年３月31日）

当事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

対前年比

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

増減金額(千円)
増減率
（％）

直営店部門

なか卯店 13,721,931 78.1 14,295,794 79.8 573,863 4.2

新業態店 164,849 0.9 126,900 0.7 △37,949 △23.0

小計 13,886,781 79.0 14,422,694 80.5 535,913 3.9

フランチャイジー（加盟店）部

門

食材 2,961,951 16.9 2,772,927 15.5 △189,023 △6.4

包装資材 81,792 0.5 76,392 0.4 △5,400 △6.6

消耗品・備品・その他 161,000 0.9 161,377 0.9 376 0.2

小計 3,204,744 18.3 3,010,696 16.8 △194,048 △6.1

その他部門

外販売上 267,216 1.5 322,658 1.8 55,442 20.8

　　　　小計 267,216 1.5 322,658 1.8 55,442 20.8

商品売上高計 17,358,742 98.8 17,756,049 99.1 397,306 2.3

その他の営業収入部門

フランチャイズ加盟料 5,750 0.0 3,750 0.0 △2,000 △34.8

ロイヤリティ収入 144,240 0.8 131,900 0.8 △12,339 △8.6

その他の収入 69,676 0.4 22,412 0.1 △47,264 △67.8

その他の営業収入計 219,666 1.2 158,062 0.9 △61,603 △28.0

合計 17,578,409 100.0 17,914,111 100.0 335,702 1.9

　（注）　チェーン全店末端売上高は次のとおりです。

前事業年度

 （千円）

当事業年度

 （千円）

増減金額

 （千円）

直営店 13,886,781 14,422,694 535,913

フランチャイジー（加盟店） 7,379,349 6,914,587 △464,762

合計 21,266,130 21,337,281 71,150
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６．役員の異動
 　　該当事項はありません。

－ 26 －


