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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     （百万円未満切捨表示） 

 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 7,489 (△0.7) 450 (△1.4) 457 ( 2.9) 
2005年３月期 7,543 (  1.5) 457 (△25.5) 444 ( △28.3) 
 

 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 290 ( 20.8) 77 45 ― 11.6 12.5 6.1 
2005年３月期 240 (△29.5) 58 77 ― 8.8 11.3 5.9 
（注） １．期中平均株式数  2006年３月期 3,750,799株 2005年３月期 4,090,644株 

２．持分法投資損益 ―  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 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
（ 年 間 ） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 
2006年３月期 20 00 10 00 10 00 75 25.8 2.9 
2005年３月期 20 00 10 00 10 00 75 34.0 3.1 
 

(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 3,671 2,605 71.0 694 70 
2005年３月期 3,683 2,390 64.9 637 30 
（注） １．期末発行済株式数 2006年３月期 3,750,596株 2005年３月期 3,750,918株 

２．期末自己株式数  2006年３月期    335株 2005年３月期    13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 358 △291 △ 206 164 
2005年３月期 435 △221 △ 604 303 
 

２．2007年３月期の業績予想（2006年４月１日～2007年３月31日） 
１株当たり年間配当金 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中 間 期 3,763 122 29 10 00 － － 
通 期 7,822 453 225 － 10 00 20 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  60円11銭 
   ※上記の予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、添付資料５ページをご参照ください。 
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（添付資料） 
１．企業集団の状況 
 当社は手打ちうどん「久兵衛屋」をチェーン展開しているほか、フランチャイジーとして、「ミスタードー
ナツ」及び「モスバーガー」の店舗展開を行っております。 
当社の企業集団は、当社、親会社、親会社の子会社１社を主体として構成されております。親会社である株
式会社ゼンショーとは、業務提携を行っております。親会社の子会社である株式会社グローバルテープルサプ
ライより厨房備品の購入をしております。 
 事業系統図は、次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

名 称 住 所 
資 本 金 
（百万円） 

主 要 な 
事業の内容 

議 決 権 の 
被所有割合 
（％） 

親会社が発行する株
券が上場されている
証 券 取 引 所 等 

摘 要 

株 式 会 社 ゼ ン シ ョ ー 
東京都 
港区 

3,021 外食事業 
59.4 
[1.3] 

株式会社東京証券取
引所 市場第一部 

（注） 
1,2 

（注）１．議決権の被所有割合の[]は緊密な者の所有割合で内数となっております。 
       なお、1.3％は、親会社の取締役が保有しております。 

（注）２．上記議決権の被所有割合は2006年3月31日のものを記載しております。 
 

株式会社ゼンショーについては、「２.経営方針」の「(6)親会社の状況」をご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 

当社 

お客様 

親会社 
株式会社ゼンショー 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブ

ルサプライ 

商品・サービスの提供 

仕入・商品開発 

店舗開発サポート 
備品消耗品の購入 
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２．経営方針 
(1) 経営の基本方針 
当社は、「人のつながりを大切に暮らしの豊かさを実現します」という理念のもと、地域に密着した
フードサービスを通じて、毎日の生活の１シーンとして「食べることの楽しさや豊かさ」「心のくつろ
ぎや安心感」を提案してまいりました。 
また、「働く」ということを「たくさんの人々のお役に立つこと」と考え、その実現のために、チェー
ンストア経営の原理・原則を学び、実践しております。 
事業を通じて自らを成長させ、共に働く人たちが幸せだと思える職場をつくることが、「お客さまと
株主の皆さまの信頼とご期待にお応えできる企業づくり」につながると考えております。 
理念の実現に向け、教育・訓練体系、店舗開発、商品開発、品質、サービス及びクレンリネスの向上、
情報システムの整備に一層努力し、経営効率を高めてまいる所存であります。 
 
(2) 利益配分に関する基本方針 
  当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけており、経営基盤の確保に
努めるとともに安定的な配当をしていくことを基本方針としております。 
  上記方針に従い、中間配当金として１株につき10円を実施いたしました。期末配当金につきましても
１株につき10円を予定しており、年間配当金は１株につき20円を予定しております。 
  
(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
  投資単位の引下げに係る施策につきましては、業績、市況等を勘案し、その費用及び効果等を慎重に
検討した上で、株主に対する利益を優先に決定いたしたいと考えておりますが、現段階におきましては、
具体的な施策及びその時期等に関しましては未定であります。 

 
(4) 中長期的な会社の経営戦略 
  当社は、フランチャイズシステムによってチェーン展開しているフランチャイジーとして「ミスター
ドーナツ」「モスバーガー｣の店舗展開を行っております。当社独自の事業である「久兵衛屋」は当事業
年度末で43店舗となっております。今後も一定数の新規出店を継続して行い、チェーンとしてスケール
メリットが発揮できる３桁の店舗数を実現し、事業構造を現状のフランチャイジー主体の運営から独自
業態に変革してまいります。 
 
(5) 会社が対処すべき課題 
  中長期的な経営戦略を実現するために、ゼンショーグループのシナジー効果を積極的に活用し、メ
ニュー開発やマスメリットを活かした仕入、店舗運営ノウハウの共有によるオペレーション技術の向上、
情報の共有と相互活用による出店開発の質と量の向上等を図ってまいります。そして、既存店舗のコス
ト構造を再構築することに努め、従来にも増して「安全でおいしい商品をお値打ち価格で提供し続ける
こと」「お客さまに感動していただける店」「全社員が世界中どこでも通用する能力を身につけること」
をテーマに企業体質の強化及び店舗水準の向上に取組んでまいります。 

 
 (6) 親会社等に関する事項 

株式会社ゼンショーは、2006年3月31日現在で当社議決権の59.4％（緊密な者の所有割合1.3％を含む）
を保有する会社であり、当社と業務提携を行っております。この業務提携により、店舗運営ノウハウや、
両社の販売促進技術、店舗開発力、新商品開発力等を共有化し、相互活用を図っております。取締役５
名のうち、３名が同社の取締役を兼務しております。また、監査役２名のうち、１名が同社の監査役を
兼務しております。 
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(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社は、株主の皆さま、お客さま、従業員を含む全てのステークホルダーと調和を取りながら企業価

値を最大化することを目的とし、公正かつ透明性のある経営基盤の強化を図り、的確な意思決定と迅速
な業務執行を行うよう努めております。 
会社の機関の説明 
当社は、監査役制度を採用しております。当社の内部統制システムといたしましては、監査役、内部

監査室による内部統制及び監査役、監査法人による会計監査を行い、コーポレート・ガバナンスの強化
に努めております。 
 
(8) 内部管理体制の整備・運用状況 
① 会社の運営上の意思決定、執行及び経営組織に関わるその他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

   業務執行及び監視の仕組み 
取締役会につきましては、経営方針に基づき、法令及び定款に違反することのないよう審議を行って

おり、定例取締役会を月１回開催しております。また、緊急な課題につきましては随時、臨時取締役会
を開催しております。また、内部監査室の業務監査による内部牽制を定期的に実施しております。 

   内部統制の仕組み 
監査は、監査役及び内部監査室が定期的に実施しております。 

   弁護士の状況 
    顧問契約をしている法律事務所より、必要に応じ、法律全般についての助言と指導を受けております。 
   会計監査の状況 
     当社は、あずさ監査法人の会計監査を受けており、通常の会計監査に加え、重要な会計課題について

随時相談・検討を実施しております。 
 

② 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 
取締役及び監査役が出席する取締役会を月例で開催し、法令、定款に定められた事項のほか、経営方
針・政策に関する重要事項について、効果的な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行につき、充
分な管理監督体制が果たされております。 
当社は内部監査室の業務監査による内部牽制を常時実施しております。また、監査役につきましては、
会社業務全般にわたり適法性及び妥当性を監査しております。 

 
③ 役員との間の重要な取引に関する事項 

       役員と会社の間の競業取引及び利益相反取引については、法令に則り取締役会で承認並びに報告を
行っております。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

      当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の動向等に、先行き不透明感は残る状況が続いているもの
の、底堅く推移いたしました。 
外食産業におきましては、米国産牛肉に象徴される食の安全性の問題やマーケット規模の縮小に加え、
店舗数過剰による競争の激化により依然として厳しい状況が続いております。 
日本の消費動向は、景気回復を背景とした価格重視型から品質重視型への変化、中食市場への発展、
少子高齢化等、大きく変化しております。 
この時代の変化に適合するため、マーケットをより深く分析し、商品政策、出店戦略、オペレーショ
ンシステムの再構築を進めてまいりました。 
久兵衛屋３店舗の出店と２店舗の閉鎖、ミスタードーナツ２店舗の出店と２店舗の閉鎖、モスバーガー
２店舗の出店と３店舗の閉鎖とスクラップアンドビルドを推進したことにより当期末の店舗数は、久兵
衛屋43店舗、ミスタードーナツ39店舗、モスバーガー12店舗の合計94店舗となりました。 
当事業年度の業績につきましては、厳しい経営環境の下、メニュー改定、季節商品の販売等積極的な

営業活動を行ってきましたが、スクラップアンドビルドの推進等により売上高は74億89百万円（前期比
0.7％減）となりました。また、物流と食材購買のグループ共有化の実施、経費削減等により経常利益は
４億57百万円（前期比2.9％増）、当期純利益は２億90百万円（同20.8％増）となりました。 

   各部門の概況は次のとおりであります。 
 

① 久兵衛屋部門 
    久兵衛屋部門におきましては、“季節を感じさせるメニュー”及び“久兵衛屋でしか味わえないメ

ニュー”づくりをコンセプトに、「辛み大根うどん」「秋なす汁うどん」「鴨汁うどん」「牡蠣ほうと
う」「坦々うどん」等のフェアメニューを導入し、ちらし・割引による販売促進活動を行ってまいりま
した。 
この結果、売上高は27億30百万円（前年同期比4.7％増）となりました。 

 
② ミスタードーナツ部門 

    ミスタードーナツ部門におきましては、「ポン・デ・ショコラ」「じゃがまるこ」「春小玉」等の新
商品を販売いたしました。また、テレビコマーシャル等による広告販促活動を行ってまいりました。 
この結果、売上高は38億79百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 

 
③ モスバーガー部門 

    モスバーガー部門におきましては、「パオチキン」「ナン・タコス」「バーベキュー・フォカッチャ」
等の新商品を販売いたしました。また、「おいしさ、安全、安心、健康」を追求した商品の販売及びモ
スバーガーブランドの向上を行いました。 

   この結果、売上高は8億80百万円（前年同期比2.7％減）となりました。 
 

(2) 財政状況 
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１億38百万円減
少し、１億64百万円となりました。 

    当事業年度中における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は、税引前当期純利益４億87百万円等により３億58百万円となりました。 

 
 
 



－5－ 

（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、有形固定資産の取得３億１百万円等により２億91百万円となりまし

た。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済１億31百万円等により２億６百万円となりました。 

 
財務指標のトレンドは以下の通りであります。 

 
第33期 

平成15年３月期 
第34期 

平成16年３月期 
第35期 

平成17年３月期 
第36期 

平成18年３月期 

株主資本比率（％） 70.5 73.7 64.9 71.0 

時価ベースの株主資本比率（％） 53.5 78.1 100.3 143.0 

債務償還年数（年） 0.3 0.4 1.1 1.0 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞﾄﾞ･ﾚｼｵ（倍） 139.4 209.5 74.7 69.6 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、利払いについては、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) 次期の見通し 

    次期におきましても、景気は回復基調にあるものの外食産業を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状
況で推移するものと予測しております。 

    このような状況のもと、より競争力をつけるため、商品のブラッシュアップ、人材育成の強化、既存
店リニューアル、グループ力の効果的活用等、多店舗化のための体制づくりに取組んでまいります。 

    以上により平成18年３月期通期の見通しにつきましては、売上高78億22百万円（前期比3.7％増）、経
常利益４億53百万円（前期比0.9％減）、当期純利益は２億25百万円（前期比22.4％減）を見込んでおり、
１株当たり当期純利益は60円11銭（前期比22.4％減）を予定しております。 

  
（注意事項） 

    上記の通期業績見通しの数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来
の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における予想を前提としております。実際
の業績はさまざまな要因により、これらの業績とは異なることがありますことをご承知おきください。 

 
(4)  事業等のリスク情報 

    当社は、食品衛生法に基づく「飲食業」として飲食店の経営を行っております。当社は、食品衛生法
により規制を受けており、管轄保健所を通しての営業許可取得を必要としております。 

    当社は、食品衛生法の遵守を常に心掛けており、各店舗においては、衛生管理マニュアルに従って、
日常的に食材の品質管理や店舗の衛生管理を行っております。 

    しかしながら、食品事故等により、社会的評価や企業イメージの失墜により、当社の業績に影響を及
ぼす可能性があります。 

    当社は、現在まで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、
万一の事態に備えて、生産物賠償責任保険を含んだ事業財産総合保険契約を締結しております。 
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５．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
第35期 

（2005年３月31日現在） 

第36期 

（2006年３月31日現在） 
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   548,405   409,689   

２．売掛金   76,957   94,933   

３．原材料   47,589   45,146   

４．貯蔵品   714   2,637   

５．前払費用   58,579   57,766   

６．繰延税金資産   41,370   39,923   

７．未収入金   17,305   5,720   

８．その他   6,541   5,528   

 流動資産合計   797,465 21.7  661,346 18.0 △136,119 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  2,093,997   2,137,155    

減価償却累計額  1,372,163 721,834  1,322,422 814,733   

(2) 構築物  272,246   297,815    

減価償却累計額  128,094 144,151  130,494 167,321   

(3) 機械及び装置  212,699   220,582    

減価償却累計額  144,160 68,538  144,993 75,589   

(4) 器具及び備品  826,855   846,504    

減価償却累計額  633,039 193,816  613,728 232,776   

(5) 土地   160,383   160,383   

(6) 建設仮勘定   27,913   2,736   

有形固定資産合計   1,316,638 35.7  1,453,540 39.6 136,902 

２．無形固定資産         

(1) 電話加入権   13,321   13,249   

(2) ソフトウェア   5,708   5,534   

(3) その他   5,656   5,612   

無形固定資産合計   24,685 0.7  24,395 0.7 △291 

３．投資その他の資産         

 (1) 投資有価証券   35,000   33,500   

(2) 差入保証金   1,294,031   1,283,108   

(3) 長期前払費用   23,650   34,051   

(4) 保険積立金   107,300   97,196   

(5) 繰延税金資産   61,186   17,642   

(6) 前払年金費用   －   46,556   

(7) その他   23,042   19,799   

投資その他の資産合計   1,544,211 41.9  1,531,853 41.7 △12,357 

固定資産合計   2,885,537 78.3  3,009,790 82.0 124,252 

資産合計   3,683,002 100.0  3,671,136 100.0 △11,866 
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第35期 

（2005年３月31日現在） 

第36期 

（2006年３月31日現在） 
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   217,614   199,005   

２．一年内返済予定の長期

借入金 
  131,235   119,988   

３．未払金   111,852   106,253   

４．未払費用   156,953   158,432   

５．未払法人税等   73,698   65,499   

６．未払消費税等   15,085   15,812   

７．預り金   5,880   5,854   

８．賞与引当金   73,779   69,867   

９．その他   1,051   1,879   

流動負債合計   787,152 21.4  742,591 20.2 △44,560 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   370,031   250,043   

２．退職給付引当金   55,534   37,713   

３．役員退職慰労引当金   72,422   25,240   

４．その他   7,390   10,000   

固定負債合計   505,378 13.7  322,997 8.8 △182,380 

負債合計   1,292,530 35.1  1,065,589 29.0 △226,941 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※１  340,671 9.2  340,671 9.3 － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  268,640   268,640    

資本剰余金合計   268,640 7.3  268,640 7.3 － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  41,889   41,889    

２．任意積立金         

(1) 配当準備積立金  20,000   20,000    

(2) 別途積立金  2,282,000   1,612,000    

３．当期未処分利益又は当

期未処理損失（△） 
 △562,723   322,754    

利益剰余金合計   1,781,166 48.4  1,996,644 54.1 215,478 

Ⅳ 自己株式 ※２  △5 △0.0  △408 △0.0 △403 

資本合計   2,390,472 64.9  2,605,546 71.0 215,074 

負債・資本合計   3,683,002 100.0  3,671,136 100.0 △11,866 
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 (2) 損益計算書 

  

第35期 

（自 2004年４月１日 

至 2005年３月31日） 

第36期 

（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 

（千円） 

Ⅰ 売上高   7,543,488 100.0  7,489,474 100.0 △54,013 

Ⅱ 売上原価         

１．期首原材料棚卸高  41,805   47,589    

２．当期原材料仕入高  2,110,415   2,164,197    

合計  2,152,221   2,211,787    

３．期末原材料棚卸高  47,589 2,104,631 27.9 45,146 2,166,640 28.9 62,009 

売上総利益   5,438,856 72.1  5,322,833 71.1 △116,023 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  4,981,365 66.0  4,871,919 65.1 △109,446 

営業利益   457,491 6.1  450,914 6.0 △6,576 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息及び配当金  780   704    

２．受取家賃  9,424   17,498    

３. 保険解約返戻金  5,432   2,263    

４. 受取報奨金  4,057   3,598    

５．その他  5,319 25,015 0.3 7,209 31,274 0.4 6,258 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  5,678   5,218    

２．賃貸原価  7,574   15,396    

３．自己株式取得手数料  20,516       

４. その他  3,912 37,682 0.5 3,742 24,357 0.3 △13,324 

経常利益   444,824 5.9  457,831 6.1 13,006 

Ⅵ 特別利益           

  １．移転補償金  －   57,611    

２．役員退職慰労引当金戻

入額 
 － －  5,382 62,993 0.8 62,993 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損  10,459   26,973    

２．減損損失  －   5,941    

 ３．保証金評価損  1,272 11,731 0.2 － 32,914 0.4 21,183 

税引前当期純利益   433,093 5.7  487,910 6.5 54,817 

法人税、住民税及び事業税  196,718   152,421    

過年度法人税戻入額  △11,871   －    

法人税等調整額  7,828 192,676 2.5 44,991 197,413 2.6 4,737 

当期純利益   240,416 3.2  290,496 3.9 50,079 

前期繰越利益   69,368   69,767  399 

中間配当額   37,509   37,509  0 

自己株式消却額   △835,000   －  835,000 

当期未処分利益又は当期未

処理損失（△） 
  △562,723   322,754  885,478 
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(3) キャッシュ・フロー計算書 

  

第35期 

（自 2004年４月１日 

至 2005年３月31日） 

第36期 

（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

記号 
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  433,093 487,910  

減価償却費  195,607 133,735  

賞与引当金の増減額  15,669 △3,912  

退職給付引当金及び前払年金費用の

増減額 
 △21,765 △64,377  

役員退職慰労引当金の増加額  △2,691 △47,182  

受取利息及び配当金  △780 △704  

受取保険金  △1,098 △2,162  

支払利息  5,678 5,218  

移転補償金  － △57,611  

保証金評価損  1,272 －  

有形固定資産除却損  10,459 19,936  

減損損失  － 5,941  

売上債権の増減額  △3,240 △17,975  

たな卸資産の増加額  △3,136 520  

仕入債務の増加額  28,010 △18,609  

その他の資産及び負債の増減額  47,487 22,905  

役員賞与の支払額  △12,000 －  

小計  692,564 463,631 △228,933 

利息及び配当金の受取額  662 1,069  

利息の支払額  △5,833 △5,154  

保険金の受取額  8,410 2,162  

移転補償金の受取額  － 57,611  

法人税等の支払額  △259,972 △160,464  

営業活動によるキャッシュ・フロー  435,832 358,856 △76,976 
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第35期 

（自 2004年４月１日 

至 2005年３月31日） 

第36期 

（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

記号 
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  △564,000 △564,000  

定期預金の払戻による収入  814,000 564,000  

有形固定資産の取得による支出  △305,981 △301,634  

無形固定資産の取得による支出  △2,484 △2,934  

投資有価証券の売却による収入  － 1,500  

貸付による支出  － △3,000  

保証金の差入による支出  △157,976 △69,463  

保証金の回収による収入  － 80,386  

保険積立金による支出  － △15,450  

保険積立金解約による収入  － 11,724  

長期未収入金の回収による収入  － 10,058  

その他の支出  △5,463 △2,721  

その他の収入  132 210  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △221,774 △291,324 △69,550 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  450,000 －  

長期借入金の返済による支出  △134,644 △131,235  

配当金の支払額  △85,149 △74,609  

 自己株式取得による支出  △835,000 △403  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △604,793 △206,248 398,545 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △390,734 △138,716 252,018 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  694,140 303,405 △390,735 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 303,405 164,689 △138,716 
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(4) 利益処分案 

 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

対前年比 

区分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処 
  理損失（△） 

 △562,723  322,754 885,477 

Ⅱ   別途積立金取崩額 670,000 670,000 － － △670,000 

合計  107,277  322,754 215,477 
Ⅲ 利益処分額      
１．配当金 37,509  37,505   
２．任意積立金      

別途積立金 － 37,509 227,000 264,505  

Ⅳ 次期繰越利益  69,767  58,248 △11,520 
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重要な会計方針 

項目 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価
方法 

その他有価証券 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

その他有価証券 
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 

最終仕入原価法による原価法 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、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         7～24年 
構築物       10～30年 
機械及び装置     6～15年 
器具及び備品     4～15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      7～24年 
器具及び備品  4～15年 
その他 
構築物   10～30年 
機械及び装置 6～15年 

 (2) 無形固定資産 
定額法 
なお、ソフトウェア（自社利用）
については、社内における利用
可能期間（５年以内）に基づく
定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
均等償却 

(3) 長期前払費用 
同左 

４．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 
従業員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。 

(1) 賞与引当金 
同左 

 (2) 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の見込額
に基づき計上しております。 

(2) 退職給付引当金 
同左 

 (3) 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、役員退職慰労金規程に
基づく期末要支給額を計上して
おります。 

(3) 役員退職慰労引当金 
同左 
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項目 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

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 

キャッシュ・フロー計算書における
資金（現金及び現金同等物）は、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 

７．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 
税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 
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会計処理方法の変更 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 
 

（有形固定資産の減価償却方法） 
有形固定資産の減価償却の方法については、従来、定率
法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付
属設備を除く。）は定額法）によっていましたが、当期よ
りすべての有形固定資産について定額法に変更しておりま
す。 
この変更は、積極的な新店投資を見込む中期経営計画策
定にあたり有形固定資産の使用状況や店舗の修繕状況を検
討した結果、店舗の各設備が機能的に一体となって長期安
定的に使用され、設備投資の効果や収益への貢献度合いが
長期的に発現すると見込まれるため、取得原価を耐用年数
にわたって均等配分することにより費用と収益の対応を図
り、経営実態をより的確に反映するために実施したもので
あります。 
この結果、従来の方法によった場合と比較して減価償却
費は88,668千円減少し、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増加しております。  

 
 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当期から「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 2002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」（企業会計基準委員会 2003年10
月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しておりま
す。 
これにより税引前当期純利益が5,941千円減少しており
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
規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま
す。 

 



－15－ 

注記事項 
（貸借対照表関係） 

第35期 
（2005年３月31日現在） 

第36期 
（2006年３月31日現在） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数   普通株式   11,500,000株 
発行済株式総数 普通株式   3,750,931株 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数   普通株式   11,500,000株 
発行済株式総数 普通株式   3,750,931株 

※２．自己株式 
当社が保有する自己株式の数は、普通株式13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335
株であります。 

 
 
（損益計算書関係） 

第35期 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

※ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 ※ 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 
広告宣伝費 461,778千円 広告宣伝費 447,457千円 
衛生費 122,455 衛生費 126,741 
ロイヤリティー 242,054 ロイヤリティー 233,099 
役員報酬 45,635 役員報酬 38,489 
給与手当 1,988,859 給与手当 2,009,904 
賞与引当金繰入額 73,779 賞与引当金繰入額 69,867 
退職給付引当金繰入額 3,271 退職給付費用 △4,775 
役員退職慰労引当金繰入額 9,199 役員退職慰労引当金繰入額 3,196 
法定福利費 161,769 法定福利費 128,252 
福利厚生費 49,384 福利厚生費 49,009 
賃借料 798,705 賃借料 821,743 
水道光熱費 314,630 水道光熱費 324,309 
消耗品費 162,811 消耗品費 135,542 
減価償却費 179,855 減価償却費 130,721 
    

 
 



－16－ 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第35期 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（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記載
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記載
されている科目の金額との関係 

  
現金及び預金勘定           548,405千円 現金及び預金勘定           409,689千円 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △245,000千円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △245,000千円 
現金及び現金同等物           303,405千円 現金及び現金同等物           164,689千円 
  

 
 
 



－17－ 

① リース取引関係 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006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
当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

器具及び備品 8,138 5,902 2,235 

その他 4,170 2,988 1,181 

合計 12,308 8,891 3,416  

 
取得価額
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

器具及び備品 4,910 3,764 1,145 

その他 4,170 3,822 347 

合計 9,080 7,587 1,493  
（注）なお、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。 

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 
１年内 1,923千円 
１年超 1,493千円 

 合計 3,416千円  

１年内 1,329千円 
１年超 163千円 

 合計 1,493千円  
（注）なお、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。 

同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 4,001千円 
減価償却費相当額 4,001千円  

支払リース料 1,923千円 
減価償却費相当額 1,923千円  

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 有価証券関係 
第35期（2005年３月31日現在） 
有価証券 
 時価のない有価証券の主な内容 

 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） 35,000 

 
第36期（2006年３月31日現在） 
有価証券 
 時価のない有価証券の主な内容 

 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） 33,500 

 
 
③ デリバティブ取引関係 
第35期（自 2004年４月１日 至 2005年３月31日） 
 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 
 
第36期（自 2005年４月１日 至 2006年３月31日） 
 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 
 
 
④ 退職給付関係 
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、適格年金制度及び退職一時金制度を設けており、従業員退職金の80%
を同年金制度によっております。なお、当社はこの他に複数事業主制度による企業年金（外食産業ジェフ
厚生年金基金）に加盟しております。 

 
２．退職給付債務に関する事項 

第35期 
（2005年３月31日現在） 

第36期 
（2006年３月31日現在） 

(1) 退職給付債務 268,980千円 (1) 退職給付債務 263,610千円 
(2) 年金資産  213,446 (2) 年金資産  272,453 
(3) 退職給付引当金(1)－(2) 55,534 (3) 差引 (1)－(2) △8,842 
  (4) 前払年金費用 46,556 
  (5) 退職給付引当金 37,713 

 
３．退職給付費用に関する事項 

第35期 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

退職給付引当金繰入額 3,271千円 適格年金制度及び退職一時金 △34,690千円 
外食産業ジェフ厚生年金基金に
対する会社拠出額 

29,700千円 
外食産業ジェフ厚生年金基金に
対する会社拠出額 

29,915千円 

合計 32,971千円 合計 △4,775千円 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
当社は、従業員300人未満の小規模企業であるため、簡便法を適用しており、在籍者の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。）を退職給付債務としております。 
 

５．複数事業主制度による企業年金に係る年金資産の額 408,294千円（掛金拠出割合で算出） 
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⑤ 税効果会計関係 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 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 

繰延税金資産  
未払事業税否認 7,408千円 
役員退職慰労引当金損金不
算入額 

29,157 

退職給付引当金損金算入限
度超過額 

21,167 

賞与引当金損金算入限度超
過額 

29,703 

会員権評価損否認 6,280 
その他   8,839 

繰延税金資産 計  102,557 
繰延税金負債    － 
繰延税金資産の純額  102,557 
   

繰延税金資産  
未払事業税否認 7,690千円 
役員退職慰労引当金損金不
算入額 

10,184 

退職給付引当金損金不算入
額 

15,217 

賞与引当金損金算入限度超
過額 

28,191 

会員権評価損否認 6,294 
その他   8,772 

繰延税金資産 計  76,350 
繰延税金負債    
前払年金費用 △18,785 

繰延税金資産の純額  57,565 
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担
率との間の差異の主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 
負担率との間の差異の主な項目別内訳 

法定実効税率 40.26％ 
（調整）  
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

2.82 

住民税均等割 2.91 
過年度法人税戻入れ額 △2.74 
その他   1.24 
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

 44.49 
 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため省略しております。  
 

  

 
 
⑥ 持分法損益等 
該当事項はありません。 
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⑦ 関連当事者との取引 
第35期（自2004年４月１日 至2005年３月31日） 

 該当事項はありません。 
 
第36期（自2005年４月１日 至2006年３月31日） 
  
 (1) 親会社及び法人主要株主等 

 

 

属性 

 

会社名 

 

住所 

 

資本金 

 

事業内容 

議決権等

の被所有 

関係内容 取引の内

容 

 

取引金額 

 

科目 

 

期末残高 

   (千円)  割合 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

 (千円)  (千円) 

親会社 ㈱ｾﾞﾝｼｮｰ 東京都

港区 

3,021,205 飲食業 直接 

58.07% 

兼 任 4

人 

原材料

仕入等 

原材料仕

入 

519,452 買掛金 69,370 

（注） 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   原材料の仕入については、市場動向等を勘案して、価格交渉のうえ、仕入価格を決定しております。 
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⑧ １株当たり情報 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

１株当たり純資産額         637円30銭 
１株当たり当期純利益         58円77銭 

１株当たり純資産額         694円70銭 
１株当たり当期純利益         77円45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、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

  

（注）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。 

 
第35期 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 240,416 290,496 

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） 240,416 290,496 

期中平均株式数（株） 4,090,644 3,750,799 

 
 
６．販売の状況 
部門別販売実績 

第35期 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

第36期 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

事業部門等の名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

ミスタードーナツ部門 4,030,784 53.4 3,879,100 51.8 
久兵衛屋部門 2,608,260 34.6 2,730,227 36.4 
モスバーガー部門 904,443 12.0 880,146 11.8 

合計 7,543,488 100.0 7,489,474 100.0 

 
 
 

７．役員の異動 
 
退任予定取締役 2名 
  常務取締役 金成 安秀 
    取締役 渡邉 浩樹 

以上 


