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代  表  者   役  職  名  代表取締役会長兼社長    岸野 禎則 
問い合わせ先  責任者役職名  取締役常務執行役員総務人事部長    堀口 忠史    ＴＥＬ（03）3563－8111  
決算取締役会開催日  平成18年６月14日        中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年７月27日        定時株主総会開催日  平成18年７月26日  

単元株制度採用の有無  有（１単元 100株） 

１．平成18年４月期の業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 
(1) 経営成績                             （記載金額は百万円未満切捨表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年４月期 
17年４月期 

百万円   ％
10,704   （10.7） 

  9,671   （ 6.0） 

百万円   ％
681   （ 3.9） 
655   （20.8） 

百万円   ％
701  （20.1）  
584  （18.8）  

 

 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

 
18年４月期 
17年４月期 

百万円   ％ 
369   (43.0)   
258   ( 0.4)   

円  銭
180  32 
264  33 

円  銭
179  85 

―  

％
13.8 
13.6 

％ 
10.3  
9.5  

％
6.6 
6.0 

(注)①持分法投資損益      18年４月期      ―百万円   17年４月期      ―百万円 
②期中平均株式数        18年４月期      2,046,600株   17年４月期      976,591株 
③会計処理の方法の変更    無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
⑤平成17年６月20日をもって１株を２株に株式分割しております。 

 (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 

 
18年４月期 
17年４月期 

円  銭
25  00 
40  00 

円  銭 
0  0   
0   0   

円  銭
25  00 
40  00 

百万円
51   
40   

％ 
13.9   
15.1   

％
1.8  
1.6  

(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
 
18年４月期 
17年４月期 

百万円 
6,799      
6,871      

百万円
2,848    
2,517    

％ 
41.9   
36.6   

円   銭
1,391   58 
2,460   64 

(注)①期末発行済株式数   18年４月期   2,046,600 株   17年４月期  1,023,300 株 
②期末自己株式数    18年４月期      ― 株   17年４月期      ― 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 

 
18年４月期 
17年４月期 

百万円 
619    
847    

百万円
△630   
△787   

百万円 
△355    
533    

百万円
1,121   
1,488   

 
２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30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  
 

中間期 
通 期 

百万円 
5,450       
11,300       

百万円
330      
730      

百万円
170      
380      

円 銭
 0 00 
――― 

円 銭 
――― 
25 00 

円 銭
――― 
25 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 185 円 67 銭 
(注) １株当たり予想当期純利益は、当期純利益を予定期中平均株式数 2,046,600 株で除して算出しております。 

 
※上記の予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因に
よって予想数値と異なる場合があります。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料
５～８ページの「経営成績及び財政状態」を参照して下さい。 
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添付資料） 

１． 企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

２． 経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい食の場を提供する」という経営理念

のもと、「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」をコンセプトとして、「首都圏ベスト

ロケーション」で「ライトフード」を「女性ターゲット」に提供することを目的に４業態

の店舗を、首都圏の１都３県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で展開しております。 

４業態とは、①スパゲッティ専門店「スパゲッティ屋ドナ」、②カジュアルレストランと

ケーキショップの「ダッキーダック」、③お好み焼・鉄板焼の「ぱすたかん」、そして④「椿

屋珈琲店」をはじめとする高級喫茶及びセルフサービスカフェであります。 

 

（２）会社の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の内部留保を重視する一方、株主に対する

利益還元を行うことも経営の重要課題と認識しており、経営基盤の強化と自己資本比率の向

上を図りつつ、安定的な配当の継続を基本とし、配当性向 15％を目処として株主還元を行

っていきたいと考えております。 

   なお、平成 18 年６月 14 日開催の取締役会において、平成 18 年７月 26 日開催予定の第７

期定時株主総会で、剰余金の配当等を取締役会が決定する旨、および配当の実施については

特定の基準日を定めて剰余金の配当を実施することができる旨の、定款の変更を付議するこ

とを決定しております。 

 

（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つきましては、個人投資家層の拡大並びに株式流通の活性化を図るた

めの有効な施策であることを認識しており、業績や市場の要請などを勘案し、検討していく

所存であります。 

   なお、投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と流動性の向上を図ることを目

的として、平成 17 年４月 30 日を基準日、平成 17年６月 20 日を効力発生日として、普通株

式１株を２株に分割する株式の無償交付を実施しております。 

 

（４）目標とする経営指標 

   店舗運営においては、エリアオペレーションによる人件費面でのローコストオペレーショ

ンを図ること及び設計段階における内装や設備機器の標準化を進めることでＲＯＩ（投下資

本利益率）の向上を目標とします。 

   また当社全体としましては、これに加えて規模の拡大による食材費比率の引き下げ、物流

面の効率を高めること及び有利子負債比率の引き下げを図ることで、売上高経常利益率を高

めていく所存であります。 
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（５）中長期的な会社の経営戦略 

   当社は、安定した継続的成長を指向しており、そのために中長期的に取り組むべき課題は

下記の通りであります 

①社員教育に注力し、人間性・専門性の両面から店舗マネジメントに必要な素養を身に付け

させること、および当社の経営方針および事業コンセプトの理解の徹底を図る 

②当社の運営する４つの業態のそれぞれについて、専門化・標準化・単純化を追求し、営業

効率と顧客満足度の両面でバランスのとれたビジネスモデルのフォーマットを確立する 

③魅力ある商品開発に注力し、リピーター率を高めて強い営業力（ブランド）を築く 

④自社製食材の品質向上、および店舗数の増加を見据えての安定的な供給体制を構築するた

め、工場設備の拡充を目指す 

⑤新規店舗の開設、工場設備の拡充に適宜対応できる強固な財務体質を構築する 

 

（６）会社の対処すべき課題 

当社の属する外食産業は、業界内における顧客獲得競争や中食産業の市場規模拡大により、

市場内競合はますます激しくなっております。 

このような状況下での当社の対処すべき課題とその対処方針は以下のとおりであります。 

①厳しい業界内競争を勝ち抜くためには、何よりもお客様に選ばれる店舗作り、すなわち店

舗のブランド化が重要であると考えており、そのために、「内装・雰囲気」「商品内容と価

格」「接客サービス」のそれぞれについて、一層のレベルアップに努め、各店舗の価値向

上を目指します。 

②少子高齢化による今後の労働力人口の減少を考慮すると、当社のさらなる成長のためには、

質の高い人材確保と人件費率の抑制が最重要の課題となるため、社員のみならず店舗責任

者の一部業務を代行できるパート、アルバイトの採用及び育成の強化を図る方針でありま

す。 

③「食」に関わる当社にとって、使用食材の「安全」確保と食中毒の防止は、営業活動の前

提条件と考えており、食材の安全面に対するチェック機能強化と食中毒発生リスクを最小

にするための検査体制の充実などについては、可能な限りの努力を続けてまいります。 

④今後当社が事業規模の拡大を目指すにあたり、店舗の運営に加えて、新たな収益基盤を構

築する必要があると考えており、スパゲッティソース・ドレッシング・珈琲製品など自社

製商品の製造及び外部販売を強化してまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

 ａ．会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況そ

の他内部管理体制の整備の状況、内部管理体制の強化のための牽制組織の状況 

・当社がＪＡＳＤＡＱ証券取引所に提出している「コーポレートガバナンスに関する報告

書」の「内部牽制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の項に記載の通り

であります。 

 ｂ．内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 
・監査役を２名から３名に増員し、監査役会を設置しております。 

・管理部門各部署及び91店舗を対象に監査室による社内監査を実施いたしました。 
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（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

   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）経営成績 

①総括 

 当事業年度における経済状況などの外部環境は、企業業績の回復、有効求人倍率の改善、

株式市況の好調など、経済サイクルが好況期に入ったことを実感する状況下で推移いたしま

した。 

外食産業では、業界内や中食市場との競合が続いているものの、個人消費の回復を受け

て、既存店売上高が前年を上回る企業も多く見られるようになりました。 

一方、景気回復に伴い、特に都心部を中心としてパート・アルバイトの採用難と時給ア

ップへの対応が外食産業共通の課題となりつつあります。 

このような状況下において、当社は引き続き「味覚とサービスを通して都会生活に楽し

い食の場を提供する」という経営理念のもと「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」

をコンセプトとして、「首都圏ベストロケーション」で「ライトフード」を「女性ターゲッ

ト」に、という営業方針に基づいた活動を行ってまいりました。 

上半期においては、夜の食事時間向けの新メニュー投入や、経年店舗に対してファサー

ド（店舗の入口部分）を中心としたポイント・リニューアルを実施して集客力の向上を図

りました。 

下半期においては、各業態で自信を持ってお薦めする「一番商品」の確立と、時間・利

用動機に合わせたメニュー揃えに注力するなどの営業努力を続けた結果、既存店売上高は

通期で前年を上回りました。 

当期における出店は、椿屋珈琲店新宿茶寮、椿屋珈琲店池袋茶寮、ダッキーダック汐留

シティセンター店、ダッキーダック柏高島屋ステーションモール店、スパゲッティ屋ドナ

横須賀店、武蔵野茶房アリオ亀有店の合計６店舗を新規開店した一方、ダッキーダック有

楽町店、スパゲッティ屋ドナ有楽町店の２店舗を有楽町駅前地区の再開発により平成 17 年

９月末をもって休業しております。 

 

以上の結果、売上高は 10,704,023 千円（前年同期比 10.7％増）、経常利益は 701,765 千

円（前年同期比 20.1％増）そして当期純利益は 369,048 千円（前年同期比 43.0％増）とな

りました。 

 

 ②部門別概況 

[スパゲッティ屋 ドナ] 

当事業年度においては１店舗を新規出店した一方、１店舗を休業しております。 

ランチは「お得感」と短い提供時間、夜や休日は、1,500 円でサクっと食事（サクメシ）

ができる「スパゲッティ食堂」を新たなコンセプトとし、お客様の満足度を高める努力を続

けてまいりました。 

その結果、売上高は 3,674,211 千円（前年同期比 0.9%増）となりました。 

[ダッキーダック] 

(カジュアルレストラン ダッキーダック) 

当事業年度においては２店舗を新規出店した一方、１店舗を休業しております。 

サラダバーと自家製ケーキのある「楽しさ」、ケーキスタジオの演出する「楽しさ」など、

ダッキーダックならではの「楽しさ」を追求し、また時間帯を問わず利用しやすいカフェと

しての機能の充実により集客力アップを図りました。 

その結果、売上高は 3,481,334 千円（前年同期比 13.1%増）となりました。 

－5－ 



(ダッキーダック ケーキショップ) 

当事業年度における店舗数の増減はありませんでした。 

食後のちょっとしたデザートとしてのプチ菓子等の販売を強化しましたが、売上高は

345,208 千円（前年同期比 6.2%減）となりました。 

[ぱすたかん] 

当事業年度における店舗数の増減はありませんでした。 

「共食とセルフクッキングの楽しさ」をコンセプトのもと「ご当地メニュー」等の特徴あ

るお好み焼・もんじゃ焼のメニューを投入するなど、お好み焼の専門店として選ばれる店づ

くりに努めました。 

その結果、売上高は 1,274,504 千円（前年同期比 2.4%増）となりました。 

 [カフェ・その他] 

(高級喫茶) 

当事業年度は３店舗を新規出店いたしました。 

好調な景況感を反映して個人消費者の視点が品質重視の方向へシフトしたこと、また時間

にゆとりのある熟年層のお客様に質の高い商品と接客サービスが好評を得たことなどによ

り、売上高は 1,170,095 千円（前年同期比 69.0%増）となりました。 

(セルフカフェ) 

当事業年度においては、新規出店はなかった一方、１店舗を業態変更いたしました。 

その結果、売上高は 430,064 千円（前年同期比 6.9%減）となりました。 

 (その他) 

当事業年度においては、従来からのケーキの直販・外販、珈琲類の外販に加え、自社製ソ

ース類が好評を得て売上高が大きく増加いたしました。 

その結果、売上高は 328,604 千円（前年同期比 78.2%増）となりました。 

    

 （２）財政状態 

  当事業年度のキャッシュ・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、前事業年度末に比

較して 366,731 千円減少し、1,121,338 千円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・

フローの状況とそれらの要因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) 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、619,402 千円(前年同期比 27.0%減)

となりました。これは主に、税引前当期純利益が 701,103 千円、減価償却費が 378,853 千円

あった一方、有楽町駅前再開発による休業２店舗の営業補償として前期に発生した長期前受

収益を、期間按分で営業外収益に計上したことによる減少が 111,133 千円、法人税等の支払

額が 446,140 千円あったことなど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) 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、630,860 千円(前年同期比 19.8%減)

となりました。これは主に、新規店舗の出店による有形固定資産の取得による支出が

534,803 千円あったことなど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) 

当事業年度において財務活動の結果減少した資金は、355,273 千円(前年同期は 533,368

千円の増加)となりました。これは主に、長期借入による収入が 400,000 千円あったのに対

し、長期借入金の返済による支出が 714,482 千円、配当金の支払額が 40,791 千円あったこ

とによるものであります。 

 

－6－ 



 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16 年

４月期 

平成 17 年

４月期 

平成 18 年 

４月期 

自己資本比率（％） 23.7 36.6 41.9 

時価ベースの自己資本比率（％） ― 79.7 103.8 

債務償還年数（年） 6.0 3.0 3.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.6 14.2 12.1 

（注）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 

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

   なお、平成 17 年４月末日の株価は、１：２分割の権利落後の金額であるため、期末

発行済株式数を２倍とみなして算出しております。 

２．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 

   既存店については、特に社員教育に注力して接客サービスの質の向上を図り、お客様に気

持ちよくご利用いただくことによって来店頻度を高め、売上高の前年実績確保を図ること、

また各業態の店舗オペレーションについて夫々のビジネスモデル化を進め、収益性を高める

ことに注力して参ります。 

新規店舗については、最低 10 店舗の新規出店計画を着実に進めながら、収益性の向上に

努めてまいります。 

   次期の見通しといたしましては、売上高 11,300,000 千円（前年同期比 5.6％増）、経常利

益 730,000 千円（前年同期比 4.0％増）、当期純利益 380,000 千円（前年同期比 3.0％増）を

見込んでおります。 

 

（４）事業等のリスク情報 

①当社の財政状態に係るリスク 

  当社では賃借による出店を基本としているため、家主に対する保証金・敷金残高が平

成 18 年４月期末でそれぞれ、955,902 千円、1,388,314 千円あります。また、過去の新

規出店に要した費用の一部を金融機関からの借入金に依存していたため、平成 18 年４月

期末の有利子負債依存度は 32.2％であります。 

  保証金・敷金は家主の財政状態の変化によって返還されない可能性があり、また金利

が上昇した場合には当社の業績にマイナスの影響を与える可能性があります。 

②食の安全性に係るリスク 

  当社は、安全で安心な食材を提供するため、信頼性の高い仕入先から継続して食材を

調達し、輸入食材については仕入先と協調して産地情報の収集を行うなど、安全性の確

保に努めておりますが、鳥インフルエンザなど危険度の高い問題が広域に発生した場合

には、食材の調達が充分に行えなかったり、食材原価が上昇するなどにより、一部メニ

ューの変更を余儀なくされるケースも想定され、当社の業績に影響を与える可能性があ
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ります。 

③セントラルキッチン及び店舗での衛生管理に係るリスク 

  当社は、セントラルキッチンを所有し、スパゲッティの生麺とソース、ドレッシング

及びフレッシュケーキを製造し、店舗へチルド配送しております。 

  セントラルキッチン及び店舗においては、厳しい品質管理と衛生検査を実施しており

ますが、万一当社店舗において食中毒が発生した場合には、営業停止処分などにより当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

④新規出店に係るリスク 

  当社が新規出店を行うにあたり「首都圏ベストロケーション」を基本方針として、主

要ターミナル駅の周辺や集客力の高い大規模商業施設を中心に出店しており、今後もこ

の基本方針の下、新規出店を進める計画であります。しかしながら、不動産賃貸借市場

の動向などによっては、当社の希望する条件などに合致する物件の確保が計画通りに進

まないことも想定され、その場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤人材の確保と育成に係るリスク 

  当社は、出店ペースに合わせて人材の確保と育成に努めておりますが、店長適格者の

採用や育成が十分に進捗しない場合には、店舗マネジメントに支障が生じるリスクがあ

り、その場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥個人情報の保護について 

  当社は、業務執行の過程において個人情報保護法に定める個人情報を取扱っております。 

当社では個人情報の保護に関する方針を定め、システムのセキュリティ強化に取り組む

など、個人情報の漏洩防止に努めておりますが、万一こうした個人情報が漏洩した場合、

社会的信用を損なったり、損害賠償の必要が生じるなど、経営に影響を与える可能性があ

ります。 
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財務諸表等 

（１） 財務諸表 

①貸借対照表 

  
第７期 

(平成18年４月30日現在) 
第６期 

(平成17年４月30日現在) 

 区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

比較増減 
(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,126,343 1,493,073  △366,730

２ 売掛金  299,775 293,873  5,901

３ 商品  1,191 1,917  △726

４ 製品  21,913 20,801  1,112

５ 原材料  59,421 57,826  1,594

６ 貯蔵品  6,941 4,213  2,727

７ 前払費用  86,935 92,234  △5,298

８ 繰延税金資産  73,864 65,137  8,726

９ その他  11,887 5,438  6,449

貸倒引当金  △463 △448  △14

流動資産合計  1,687,810 24.8 2,034,067 29.6 △346,257

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物 ※1,2 2,553,671 2,170,268   

減価償却累計額  △1,195,969 1,357,701 △964,339 1,205,928  151,772

２ 構築物  684 684   

減価償却累計額  △650 34 △650 34  ―

３ 機械装置  4,115 2,829   

減価償却累計額  △2,241 1,873 △1,938 890  983

４ 車両運搬具  10,420 7,344   

減価償却累計額  △6,788 3,632 △5,806 1,537  2,095

５ 工具器具備品  406,339 298,930   

減価償却累計額  △223,999 182,339 △152,207 146,723  35,616

６ 土地 ※２ 989,000 967,100  21,900

７ 建設仮勘定  4,409 ―  4,409

有形固定資産合計  2,538,991 37.3 2,322,214 33.8 216,776

(2) 無形固定資産    

１ 商標権  132 80  51

２ ソフトウエア  9,302 11,009  △1,707

３ 電話加入権  9,944 9,944  ―

無形固定資産合計  19,379 0.3 21,034 0.3 △1,655
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第７期 

(平成18年４月30日現在) 
第６期 

(平成17年４月30日現在) 

 区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

比較増減 
(千円) 

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  12,662 9,421  3,241

２ 出資金  300 300  ―

３ 従業員長期貸付金  190 1,100  △910

４ 長期前払費用  59,724 62,815  △3,091

５ 繰延税金資産  135,786 171,201  △35,415

６ 保証金 ※２ 955,902 941,769  14,132

７ 敷金 ※２ 1,388,314 1,307,752  80,562

貸倒引当金  △0 △1  1

投資その他の資産合計  2,552,880 37.6 2,494,360 36.3 58,520

固定資産合計  5,111,251 75.2 4,837,609 70.4 273,642

資産合計  6,799,061 100.0 6,871,677 100.0 △72,615
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第７期 

(平成18年４月30日現在) 
第６期 

(平成17年４月30日現在) 

 区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

比較増減 
(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  280,174 274,576  5,597

２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
※２ 214,482 714,482  △500,000

３ 未払金  455,651 376,427  79,224

４ 未払賞与  177,766 169,999  7,767

５ 未払費用  81,120 113,968  △32,847

６ 未払法人税等  180,290 320,892  △140,602

７ 未払消費税等  79,650 54,471  25,179

８ 前受金  ― 2,412  △2,412

９ 預り金  41,188 35,771  5,416

10 前受収益  111,133 64,827  46,305

11 仮受金  12,000 ―  12,000

流動負債合計  1,633,458 24.0 2,127,830 31.0 △494,371

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 1,976,554 1,791,036  185,518

２ 退職給付引当金  242,521 225,187  17,333

３ 役員退職慰労引当金  41,453 41,453  ―

４ 長期預り金  1,500 1,500  ―

５ 長期前受収益  55,566 166,700  △111,133

固定負債合計  2,317,595 34.1 2,225,877 32.4 91,717

負債合計  3,951,054 58.1 4,353,708 63.4 △402,653

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 673,341 9.9 673,341 9.8 ―

Ⅱ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  683,009 683,009  

資本剰余金合計  683,009 10.1 683,009 9.9 ―

Ⅲ 利益剰余金    

(1) 任意積立金    

１ 特別償却準備金  1,126 1,689   

２ 別途積立金  1,070,000 1,071,126 860,000 861,689  209,436

(2) 当期未処分利益  418,158 299,479  118,679

利益剰余金合計  1,489,285 21.9 1,161,169 16.9 328,116

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４ 2,372 0.0 450 0.0 1,921

資本合計  2,848,007 41.9 2,517,969 36.6 330,038

負債及び資本合計  6,799,061 100.0 6,871,677 100.0 △72,615
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②損益計算書 

  
第７期 

(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
  至 平成17年４月30日) 

比較増減 
(千円) 

 区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  10,704,023 100.0 9,671,451 100.0 1,032,572

Ⅱ 売上原価     

１ 期首商品及び 

  原材料たな卸高 
 46,256 37,585   

２ 期首製品たな卸高  20,801 12,211   

３ 当期商品及び 

  原材料仕入高 
 1,992,546 1,864,482   

４ 当期製品製造原価  970,863 884,707   

合計  3,030,466 2,798,986   

５ 期末商品及び 

  原材料たな卸高 
 40,310 46,256   

６ 期末製品たな卸高  21,913 2,968,242 27.7 20,801 2,731,928 28.2 236,314

売上総利益  7,735,780 72.3 6,939,522 71.8 796,258

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 7,054,304 65.9 6,283,815 65.0 770,488

営業利益  681,476 6.4 655,706 6.8 25,769

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  26 97   

２ 受取配当金  769 687   

３ 営業補償金  64,827 15,077   

４ 協賛金  5,374 5,125   

５ 受取保険金  867 1,586   

６ その他  519 72,385 0.7 1,488 24,061 0.2 48,323

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  50,188 58,593   

２ 株式上場費用  ― 27,379   

３ 賃借物件解約損  ― 5,417   

４ その他  1,907 52,096 0.5 4,117 95,508 1.0 △43,412

経常利益  701,765 6.6 584,260 6.0 117,505

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 ※３ 11,300 ―   

２ 収用移転補償金  ― 11,300 0.1 14,406 14,406 0.1 △3,106

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 11,962 11,962 0.1 63,220 63,220 0.6 △51,257

税引前当期純利益  701,103 6.5 535,446 5.5 165,656

法人税、住民税及び 

事業税 
 306,684 404,597   

法人税等調整額  25,370 332,054 3.1 △127,296 277,301 2.8 54,753

当期純利益  369,048 3.4 258,145 2.7 110,903

前期繰越利益  49,110 41,334  7,776

当期未処分利益  418,158 299,479  118,679
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③製造原価明細書 

 
第７期 

(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
  至 平成17年４月30日) 

比較増減 
(千円) 

区分 
注記

番号 
金額(千円) 

構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
    

Ⅰ 材料費  573,789 59.1 512,622 58.0 61,167 

Ⅱ 労務費 ※２ 238,706 24.6 219,736 24.8 18,970 

Ⅲ 経費 ※３ 158,366 16.3 152,348 17.2 6,018 

 当期総製造費用  970,863 100.0 884,707 100.0 86,155 

 当期製品製造原価  970,863  884,707   

 

（脚注） 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

 １ 原価計算の方法 

当社の原価計算は、実際組別総合原価計算を採用し

ております。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 労務費には、退職給付費用3,734千円が含まれてお

ります。 

※２ 労務費には、退職給付費用3,150千円が含まれてお

ります。 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

水道光熱費 28,704千円

消耗品費 22,971千円

支払家賃 15,478千円

減価償却費 13,129千円

修繕費 4,990千円

リース料 45,759千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

水道光熱費 26,515千円

消耗品費 16,754千円

支払家賃 15,520千円

減価償却費 12,660千円

修繕費 7,399千円

リース料 38,241千円
 

 



－14－ 

④ キャッシュ・フロ－計算書 

第７期 第６期  

 

 
(自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日) 

(自 平成16年５月１日 

  至 平成17年４月30日) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前当期純利益 701,103 535,446 165,656 

２ 減価償却費 378,853 271,525 107,327 

３ 退職給付引当金の増減額(△減少額) 17,333 14,167 3,166 

４ 貸倒引当金の増減額(△減少額) 13 184 △171 

５ 受取利息及び受取配当金 △796 △784 △11 

６ 支払利息 50,188 58,593 △8,405 

７ 株式上場費用 ― 27,379 △27,379 

８ 固定資産除却損 11,962 63,220 △51,257 

９ 収用移転補償金 ― △14,406 14,406 

10 売上債権の増減額(△増加額) △5,901 △118,957 113,055 

11 たな卸資産の増減額(△増加額) △4,708 △18,709 14,001 

12 前払費用の増減額(△増加額) 5,298 △547 5,845 

13 その他流動資産の増減額(△増加額) △6,449 △4,777 △1,671 

14 長期前払費用の増減額(△増加額) △18,828 △33,900 15,071 

15 仕入債務の増減額(△減少額) 5,597 49,507 △43,910 

16 未払金の増減額(△減少額) 32,140 49,823 △17,682 

17 未払賞与の増減額(△減少額) 7,767 23,265 △15,498 

18 未払費用の増減額(△減少額) △32,041 20,431 △52,473 

19 未払法人税等の増減額（△減少額） △1,146 15,362 △16,508 

20 未払消費税等の増減額(△減少額) 25,179 △7,102 32,282 

21 預り金の増減額(△減少額) 5,416 10,906 △5,489 

22 前受収益の増減額(△減少額) 46,305 64,827 △18,522 

23 前受金の増減額(△減少額) △2,412 2,412 △4,825 

24 長期前受収益の増減額(△減少額) △111,133 166,700 △277,833 

25 その他流動負債の増減額(△減少額) 12,000 ― 12,000 

 小   計 1,115,741 1,174,569 △58,827 

26 利息及び配当金の受取額 796 784 11 

27 利息の支払額 △50,994 △59,518 8,524 

28 法人税等の支払額 △446,140 △267,860 △178,280 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 619,402 847,975 △228,572 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出 △5,005 △5,004 △1 

２ 定期預金の払出による収入 5,004 5,003 1 

３ 有形固定資産の取得による支出 △534,803 △768,079 233,275 

４ 無形固定資産の取得による支出 △1,994 △9,906 7,912 

５ 貸付けによる支出 ― △700 700 

６ 貸付金の回収による収入 910 1,850 △940 

７ 保証金の差入による支出 △44,206 △87,160 42,954 

８ 保証金の回収による収入 21,835 56,305 △34,470 

９ 敷金の差入による支出 △79,390 △164,271 84,881 

10 敷金の回収による収入 6,788 19,672 △12,883 

11 収用移転補償金の受取額 ― 165,263 △165,263 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △630,860 △787,027 156,166 
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第７期 第６期  

 

 
(自 平成17年５月１日 

  至 平成18年４月30日) 

(自 平成16年５月１日 

  至 平成17年４月30日) 

比較増減 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 長期借入れによる収入 400,000 ― 400,000 

２ 長期借入金の返済による支出 △714,482 △414,482 △300,000 

３ 株式の発行による収入 ― 971,970 △971,970 

４ 配当金の支払額 △40,791 △24,120 △16,671 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △355,273 533,368 △888,641 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △366,731 594,316 △961,047 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,488,069 893,753 594,316 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高    ※１ 1,121,338 1,488,069 △366,731 
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⑤利益処分計算書(案) 

  
第７期 

(平成18年４月期) 

第６期 

(平成17年４月期) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  418,158 299,479 118,679

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 特別償却準備金取崩額  563 563 563 563 ―

合計  418,722 300,042 118,679

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  51,165 40,932  

２ 任意積立金   

(1) 別途積立金  300,000 351,165 210,000 250,932 100,233

Ⅳ 次期繰越利益  67,557 49,110 18,446

   

 

（一株当たり配当金） 

第７期（平成 18 年４月期） 第６期（平成 17 年４月期）  
年  間 中  間 期  末 年  間 中  間 期  末 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

 

普 通 株 式 
           （内訳） 

普通配当 

上場記念配当 

 

25.00 

 

25.00 

― 

 

― 

 

― 

― 

 

25.00 

 

25.00 

― 

 

40.00 

 

30.00 

10.00 

 

― 

 

― 

― 

 

40.00 

 

30.00 

10.00 
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重要な会計方針 

 

項目 
第７期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 製品、商品 

総平均法による原価法 

(2) 原材料、貯蔵品 

最終仕入原価法 

(1) 製品、商品 

同左 

(2) 原材料、貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       ５～39年 

機械装置     ７～９年 

車両運搬具      ６年 

工具器具備品   ２～18年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       ２～39年 

機械装置       ７年 

車両運搬具      ６年 

工具器具備品   ２～18年 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)に

ついては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

均等償却しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
第７期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

５ 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

率等により、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) 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

に基づき計上しております(簡便

法)。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 

内規の改訂に伴い、役員に対する退

職慰労金制度が廃止されたため、内

規上の経過措置から生じる要支給

額のみを計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づき計算された金額

の全額を計上しておりましたが、当

期における内規の改訂に伴い、役員

に対する退職慰労金制度が廃止さ

れたため、内規上の経過措置から生

じる要支給額のみを計上しており

ます。 

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 

ヘッジ対象 変動金利支払いの 

      借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

市場金利の変動によるリスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取引

を行っております。なお、この取引

については実需の範囲内で行うこ

ととし、投機目的の取引は行わない

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

処理の要件を満たしておりますの

で、決算日における有効性の評価を

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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８ 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 

９ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 

 

会計処理の変更 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当期より「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」（企業会計基準委員会平成 15 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。 
これによる損益に与える影響はありません。 

―――――――― 



－20－ 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第７期 
(平成18年４月30日) 

第６期 
(平成17年４月30日) 

※１        ―――――― 

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

 （イ）担保に供している資産 

建物 64,470千円  

土地 409,000千円  

保証金 210,283千円  

敷金 145,225千円  

計 828,979千円  

（ロ）上記に対応する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 80,000千円  

長期借入金 680,000千円  

計 760,000千円  

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 6,432,000株  

発行済株式総数 普通株式 2,046,600株  

※４ 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、 

2,372千円であります。 

５ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行 

２行と当座貸越契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当事業年度末の借入金未 

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 500,000千円 

  
 

※１ 収用等に伴い有形固定資産の取得価格から控除し

た圧縮記帳額。 

建物 150,856千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

 （イ）担保に供している資産 

建物 61,960千円 

土地 409,000千円 

保証金 210,283千円 

敷金 145,225千円 

計 826,469千円 

（ロ）上記に対応する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 580,000千円 

長期借入金 360,000千円 

計 940,000千円 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 3,216,000株  

発行済株式総数 普通株式 1,023,300株  

※４ 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、 

450千円であります。 

５ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行 

２行と当座貸越契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当事業年度末の借入金未 

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 500,000千円 

  
 

 

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16年７月14日 有償一般募集   190,000 3,740 1,870 

前事業年度 
平成16年８月11日 第三者割当増資    29,300 3,740 1,870 

当事業年度 平成17年６月20日 株式分割（1：2） 1,023,300 － － 
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(損益計算書関係) 

 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目とその金額

は以下のとおりであります。なお販売費及び一般管

理費のおおよその割合は、販売費92.2％、一般管理

費7.8％であります。 

広告宣伝費 201,305千円

貸倒引当金繰入額 13千円

役員報酬 73,984千円

給与手当 2,584,645千円

賞与 331,012千円

退職給付費用 33,602千円

法定福利費 216,373千円

水道光熱費 479,630千円

減価償却費 365,331千円

支払家賃 1,492,156千円

リ－ス料 183,908千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目とその金額

は以下のとおりであります。なお販売費及び一般管

理費のおおよその割合は、販売費92.4％、一般管理

費7.6％であります。 

広告宣伝費 193,386千円

貸倒引当金繰入額 184千円

役員報酬 47,578千円

給与手当 2,386,631千円

賞与 315,431千円

退職給付費用 23,101千円

法定福利費 203,242千円

水道光熱費 439,307千円

減価償却費 258,865千円

支払家賃 1,324,065千円

リ－ス料 165,603千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 11,662千円

工具器具備品 300千円

計 11,962千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 35,452千円

構築物 580千円

工具器具備品 3,734千円

賃借物件原状回復費用 23,454千円

計 63,220千円 
 

※３ 前期損益修正益 11,300千円は、前事業年度に計上

した退店に伴う原状回復費用の見積計上額の修正

によるものであります。 

※３       ―――――――― 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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 

 

             （平成18年4月30日現在）

現金及び預金勘定 1,126,343千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

 

△5,005千円 

現金及び現金同等物 1,121,338千円 
 

※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 

 

             （平成17年4月30日現在）

現金及び預金勘定  1,493,073千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

 

  △5,004千円 

現金及び現金同等物  1,488,069千円 
 

 

(リース取引関係) 

 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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 

 

（借主側） 

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) 

機械装置 145,698 67,599 78,098

工具器具備品 455,262 180,199 275,062

ソフトウエア 40,383 16,183 24,200

合計 641,344 263,982 377,361

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 117,662千円

１年超 264,559千円

 合計 382,222千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 137,846千円

減価償却費相当額 131,073千円

支払利息相当額 7,164千円

 

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

額法を採用しております。 

 

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、

利息法を採用しております。 

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 

 

（借主側） 

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) 

機械装置 133,040 44,616 88,424

工具器具備品 401,807 171,043 230,763

ソフトウエア 48,627 36,728 11,898

合計 583,475 252,389 331,086

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 114,246千円

１年超 221,295千円

 合計 335,541千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 122,789千円

減価償却費相当額 116,764千円

支払利息相当額 6,677千円

 

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 

同左 
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(有価証券関係) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 

第７期 
(平成18年４月30日) 

第６期 
(平成17年４月30日) 

取得原価 
貸借対照表
計上額 

差額 取得原価 
貸借対照表 
計上額 

差額 
 種類 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

(1) 株式 8,429 12,431 4,001 7,854 8,668 813

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 8,429 12,431 4,001 7,854 8,668 813

(1) 株式 232 231 △1 807 753 △53

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 232 231 △1 807 753 △53

合計 8,662 12,662 4,000 8,662 9,421 759

(注) その他有価証券の減損処理については、時価が取得価額に比べて50％以上下落したものについてはすべて、 

並びに30％以上50％未満下落しているものについては個別銘柄毎に、当事業年度における最高値・最安値 

と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務 

諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１ 取引の状況に関する事項 

Ａ 取引の内容及び利用目的等 

変動金利支払いの借入金について、市場金利の変動に

よるリスクをヘッジするために金利スワップ取引を

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。 

(1) 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 変動金利支払いの借入金 

１ 取引の状況に関する事項 

Ａ 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

(1) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ方針 

市場金利の変動によるリスクをヘッジする目的で

金利スワップ取引を行っております。なお、この取

引については実需の範囲内で行うこととし、投機目

的の取引は行わない方針であります。 

(2) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしておりますので、決算日における有効性の評価

を省略しております。 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

Ｂ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引においては、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

信用度の高い銀行であるため相手先の契約不履行に

よるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断して

おります。 

Ｂ 取引に係るリスクの内容 

同左 

Ｃ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引については、決裁権限等を定めた社

内稟議規程に基づき、所定の決裁を受けて実行し、経

理・財務部が管理をしております。 

Ｃ 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 

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、金利スワ

ップ取引の特例処理の要件を満たしておりますので注

記の対象から除いております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

同左 
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(退職給付関係) 

 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設

けております。 

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 

イ 退職給付債務 △242,521千円 

ロ 退職給付引当金 △242,521千円 

(注)退職給付債務の算定は、簡便法を採用しておりま

す。 

２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務 △225,187千円 

ロ 退職給付引当金 △225,187千円 

(注)退職給付債務の算定は、簡便法を採用しておりま

す。 

３ 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 37,337千円 

ロ 退職給付費用 37,337千円 

(注)簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤務

費用」として記載しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

イ 勤務費用 26,251千円 

ロ 退職給付費用 26,251千円 

(注)簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤務

費用」として記載しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務としております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 
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(税効果会計関係) 

 

第７期 
(平成18年４月30日) 

第６期 
(平成17年４月30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) 流動資産 

(繰延税金資産) 

未払事業税 15,092千円 

未払事業所税 3,601千円 

貸倒引当金 188千円 

未払費用 4,865千円 

営業補償金 50,115千円 

繰延税金資産(流動)合計 73,864千円 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1) 流動資産 

(繰延税金資産) 

未払事業税 23,665千円 

未払事業所税 3,153千円 

貸倒引当金 183千円 

未払費用 11,750千円 

営業補償金 26,384千円 

繰延税金資産(流動)合計 65,137千円 
  

(2) 固定資産及び固定負債 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 98,706千円 

役員退職慰労引当金 16,871千円 

営業補償金 22,615千円 

繰延税金資産(固定)合計 138,193千円 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △1,628千円 

特別償却準備金 △613千円 

その他 △165千円 

繰延税金負債(固定)合計 △2,407千円 

繰延税金資産(固定)純額 135,786千円 
  

(2) 固定資産及び固定負債 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 87,609千円 

役員退職慰労引当金 16,871千円 

営業補償金 67,846千円 

繰延税金資産(固定)合計 172,326千円 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △309千円 

特別償却準備金 △817千円 

繰延税金負債(固定)合計 △1,126千円 

繰延税金資産(固定)純額 171,201千円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.70％

(調整) 

同族会社の留保金課税 2.87％

住民税均等割等 3.45％

その他 0.34％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.36％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.70％

(調整) 

同族会社の留保金課税 6.93％

住民税均等割等 4.45％

その他 △0.29％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.79％
  

  

 

(持分法損益等) 

第７期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

第６期(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

第７期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び個
人主要株主 

岸野禎則 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
38.6 

― ― 
当社店舗等
の賃借契約
の被保証 

― 
(※１) 

― ― 

不動産の賃
借 

17,040 
（※２） 

前払費用 7,455

近親者 

岸野秀英 
(岸野禎
則の配偶
者) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 ― 敷金 16,163

不動産の賃
借 

 
17,040 
（※２） 
 

前払費用 7,455

同上 

柏野秀美 
(当社専
務取締役
柏野雄二
の 配 偶
者) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 ― 敷金 16,163

不動産の賃
借 

 
17,040 
（※２） 

 

前払費用 7,455

同上 
安田美鈴 
(岸野秀
英の妹) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 ― 敷金 16,163

不動産の賃
借 

49,599 
(※２) 

未払金 499
役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社(当該会
社等の子会
社を含む) 

株式会社
クローバ
ートーワ 

東京都
世田谷
区尾山
台 

10,000 
不動産管理
業 

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有 

兼任２人
不動産
の賃借

敷金の差入
   94 
(※２) 

 
敷金 42,975

不動産の賃
借 

49,599 
(※２) 

未払金 499

同上 

東和ビル
コンサル
タント株
式会社 

東京都
世田谷
区尾山
台 

10,000 
不動産管理
業 

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有 

兼任２人
不動産
の賃借

敷金の差入
   94 
(※２) 

敷金 42,897

同上 
東和ラン
ディック
株式会社 

東京都
千代田
区有楽
町 

320,000 
不動産管理
業 

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が所有 
直接  5.3％ 
間接 94.7％ 
 

― 
不動産
の購入

不動産の購
入 

35,200 
(※３) 

― ― 

(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(※１) 当社が賃借している店舗等の賃借契約に対する被保証であり、保証料の支払い及び担保の提供は

ありません。また、被保証件数及び被保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

 

氏名 
被保証件数 

(平成18年４月30日現在) 

年間対象賃借料 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

岸 野 禎 則 １件 8,937千円 

(※２) 不動産の賃借料及び敷金については、不動産鑑定価格及び近隣の相場を参考にしております。 

(※３) 不動産の購入価格については、不動産鑑定評価価格を参考にしております。 



－28－ 

 
第６期(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び個
人主要株主 

岸野禎則 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
38.6 

― ― 
当社店舗等
の賃借契約
の被保証 

― 
(※１) 

― ― 

不動産の賃
借 

21,333 
（※２） 

前払費用 7,455

近親者 

岸野秀英 
(岸野禎
則の配偶
者) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 5,786 敷金 16,163

不動産の賃
借 

 
21,333 
（※２） 
 

前払費用 7,455

同上 

柏野秀美 
(当社専
務取締役
柏野雄二
の 配 偶
者) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 5,786 敷金 16,163

不動産の賃
借 

 
21,333 
（※２） 

 

前払費用 7,455

同上 
安田美鈴 
(岸野秀
英の妹) 

― ― ― ― ― ― 

敷金の回収 5,786 敷金 16,163

不動産の賃
借 

53,401 
(※２) 

前払費用  4,242

敷金の差入
   39 
(※２) 

敷金の回収
5,807 
(※２) 

 
敷金 42,842

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社(当該会
社等の子会
社を含む) 

株式会社
クローバ
ートーワ 

東京都
世田谷
区尾山
台 

10,000 
不動産管理
業 

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有 

兼任２人
不動産
の賃借

営業補償金
の受取 

7,500 
(※３) 

  

不動産の賃
借 

53,401 
(※２) 

前払費用 4,242

敷金の差入
   39 
(※２) 

敷金の回収
5,807 
(※２) 

 
敷金 42,842

同上 

東和ビル
コンサル
タント株
式会社 

東京都
世田谷
区尾山
台 

10,000 
不動産管理
業 

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有 

兼任２人
不動産
の賃借

営業補償金
の受取 

7,500 
(※３) 

  

(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(※１) 当社が賃借している店舗等の賃借契約に対する被保証であり、保証料の支払い及び担保の提供は

ありません。また、被保証件数及び被保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

 

氏名 
被保証件数 

(平成17年４月30日現在) 

年間対象賃借料 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

岸 野 禎 則 １件 8,937千円 

(※２) 不動産の賃借料及び敷金については、不動産鑑定価格及び近隣の相場を参考にしております。 

(※３) 営業補償金の価格については、過去の営業実績に基づき、交渉の上価格を決定しております。 
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(１株当たり情報) 

項目 
第７期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,391円58銭 2,460円64銭

１株当たり当期純利益 180円32銭 264円33銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 179円85銭

当社は平成17年６月20日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っておりま

す。前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合の前事業年度の１株当

たり情報の各数値は、以下のとおりで

あります。 

ただし、前事業年度の潜在株式調整後

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。 

１株当たり純資産額  1,230円32銭 

１株当たり当期純利益  132円17銭 

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 

 
第７期 

(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 369,048 258,145 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 369,048 258,145 

普通株式の期中平均株式数(株) 2,046,600 976,591 

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) 5,425 ― 

(うち新株予約権) （5,425） （―）

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 
― ― 

 

（１株当たりの指標遡及修正値） 

決算短信に記載されている１株当たり指標を平成 18 年４月期の数値を 100 として、株式分割等に伴う希薄化を修正・

調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。 
平成18年４月期 平成17年４月期 

中間 期末 中間 期末 

 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

１株当たりの当期純利益  76  04  180  32   61  89  132  17  

１株当たりの配当金 ―  25  00  ―  20  00  

１株当たりの株主資本 1,286  52  1,391  58  1,160  42  1,230  32  

（注）平成 18 年４月期に株式分割を実施 

    効力発生日 平成 17 年６月 20 日に１：２の株式分割 
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 (重要な後発事象) 

第７期(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

  該当事項はありません。 

 

第６期(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

(１) 平成17年４月７日開催の取締役会決議において、次のとおり株式分割による新株式の発行をい

たしました。 

平成17年６月20日付けをもって、普通株式１株を２株に分割する。 

 ① 分割により増加する株式数 

   普通株式  1,023,300株 

 ② 分割方法 

   平成17年４月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

数を１株につき２株の割合をもって分割する。 

 ③ 配当起算日 

   平成17年５月１日 

 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における１株当たり情報及び当該株

式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

項目 
第６期 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

第５期 
(自 平成15年５月１日 
至 平成16年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,230円32銭 798円49銭

１株当たり当期純利益 132円17銭 159円92銭

 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。 

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。 

 

 

(２) 平成17年6月15日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、

下記の要領により、当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予

約権の発行に関する議案を、平成17年７月26日開催予定の当社第６期定時株主総会に提案する

ことに決定いたしました。 

 ① 新株予約権の数 ：80個を上限とする。（新株予約権１個につき目的となる株式数 100株） 

 ② 新株予約権の目的となる株式の種類 ：普通株式 

 ③ 新株予約権の発行価額 ：無償 

 ④ 新株予約権の行使時の払込金額  

   新株予約権の行使により発行または移転する株式の１株当たりの払込金額を１円とし、これに

付与株式数を乗じた金額とする。 

 ⑤ 新株予約権の行使期間 ：平成17年７月27日から平成47年７月26日まで 
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５．生産・受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

第７期及び第６期における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

比較増減 
製 品 名 

生産金額(千円) 生産金額(千円) 金額(千円) 

自社製フレッシュケーキ 432,994 418,410 14,584 

スパゲッティ生麺、ソース、
ドレッシング 

537,868 466,296 71,571 

合計 970,863 884,707 86,155 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注状況 

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

 
(3) 販売実績 

第７期及び第６期における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

第７期 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日) 

第６期 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日) 

比較増減 
 

売上金額(千円) 売上金額(千円) 金額（千円） 

スパゲッティ屋ドナ 東京都 2,463,934 2,438,202 25,732

 神奈川県 527,057 511,247 15,810

 埼玉県 379,399 387,439 △8,040

 千葉県 303,819 303,381 437

小計  3,674,211 3,640,270 33,940

ダッキーダック 東京都 2,254,411 2,079,108 175,302

 神奈川県 533,327 536,930 △3,602

 埼玉県 293,194 154,766 138,428

 千葉県 745,608 676,680 68,928

小計  3,826,543 3,447,485 379,057

ぱすたかん 東京都 649,216 596,429 52,786

 神奈川県 462,420 483,549 △21,129

 埼玉県 86,438 83,405 3,032

 千葉県 76,429 81,467 △5,037

小計  1,274,504 1,244,851 29,652

カフェ・その他 東京都 1,823,876 1,258,262 565,614

 神奈川県 ― ― ―

 埼玉県 ― ― ―

 千葉県 104,887 80,580 24,306

小計  1,928,764 1,338,843 589,921

合     計 東京都 7,191,439 6,372,002 819,436

 神奈川県 1,522,805 1,531,726 △8,921

 埼玉県 759,032 625,611 133,421

 千葉県 1,230,745 1,142,110 88,635

総合計  10,704,023 9,671,451 1,032,572

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ ダッキ－ダックには、ケ－キショップを含んでおります。 



 

６．役員の異動 

（１） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２） その他の役員の異動 

    該当事項はありません。  

 

－32－ 


