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１．平成18年6月期の業績（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年6月期 22,909 12.5 2,839 67.5 2,924 73.2

17年6月期 20,359 12.2 1,695 △25.9 1,688 △25.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年6月期 1,459 62.0 10,848 25 10,836 15 18.6 22.0 12.8

17年6月期 901 △18.7 6,522 92 6,504 42 15.2 14.5 8.3

（注）①持分法投資損益 18年6月期 － 百万円 17年6月期 －  百万円

②期中平均株式数 18年6月期 134,544株 17年6月期 132,007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、対前期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年6月期 13,892 8,502 61.2 63,137 18

17年6月期 12,711 7,204 56.7 53,288 68

（注）①期末発行済株式数 18年6月期 134,670株 17年6月期 134,438株 　

②期末自己株式数 18年6月期 －　株 　 17年6月期 －　株 　

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年6月期 3,328 △611 △1,195 4,208

17年6月期 1,310 △1,130 1,408 2,687

２．平成19年6月期の業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30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 13,520 1,583 822 500 00 　― 　―

通　期 27,317 3,003 1,557 　― 500 00 1,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   11,561円59銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年６月期 ― 500 ― 500 ― 1,000 134 15.3 1.9

18年６月期 ― 500 ― 500 ― 1,000 134 9.2 1.7

19年６月期（予想） ― 500 ― 500 ― 1,000    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社三光マーケティングフーズ）及び子会社（株式会社エ

ス・エー・ケー水産）1社により構成されております。

　当社は、「価値ある食文化の提案」を企業理念として、従来の居酒屋チェーンとは異なる「個室感覚」と「手作り感」

をコンセプトにした「東方見聞録」と「月の雫」に加え、その2業態のコンセプトを活かし、より広範囲のお客様をター

ゲットとした「黄金の蔵」の合計3業態をメインに、首都圏を中心に外食事業を展開しております。各業態の特徴は下記

の通りであります。

　なお、子会社である株式会社エス・エー・ケー水産により回転寿司「大漁太郎」も出店しておりましたが、平成18年

７月31日に閉店しております。

業態 特徴 店舗数

東方見聞録

（含む庖坊主）

“都会の中の隠れ家”としてご利用いただけるような“個室感覚の空間作り”を

意識し、照明を抑えた落ち着いた雰囲気の店舗作りに取り組んでおります。炭火

串焼を中心に“手作り感”を大切にした幅広いメニューを揃え、お客様にくつろ

ぎの時間を堪能していただくことを志した店舗です。

43店

月の雫

（含む荳庵）

「東方見聞録」の店舗開発で確立してきた“個室感覚の空間作り”のコンセプト

を継承して、より女性を意識した店作りに取り組んだのが「月の雫」です。「月

の雫」ではヘルシーなイメージが定着している豆冨料理を中心にしたメニューを

揃え、「東方見聞録」と同様、“手作り感”を大切にした料理を提供しておりま

す。

35店

 黄金の蔵

 

 「東方見聞録」、「月の雫」の店舗開発で得たスキルと経験を活かした“半個室

感覚”のコンセプトを意識し、低価格帯の和洋創作メニューを中心としてより広

範囲のお客様をターゲットとしております。「東方見聞録」、「月の雫」と同

様、“手作り感”を大切にした料理を提供しております。

16店

その他

様々なパスタのバリエーションを手軽に楽しめるパスタ専門店「パスタママ」を2

店舗、プライベートを配慮した作りで和食・洋食・イタリアンの多彩なメニュー

をお手頃な価格でご提供する「葡萄屋」1店舗と「吉今ダイニング」2店舗、ビジ

ネス街大手町で高級感に溢れ、広い空間でご利用いただける「吉今」を1店舗出店

しています。

 6店

　（注）　店舗数は平成18年6月30日現在の直営店です。

　　　　　フランチャイズ店として「月の雫」を1店舗、名古屋栄町に開店しております。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「こだわり」を持った「価値ある食文化の提案」という企業理念のもと、「都会の中の隠れ家」をテーマ

にした「東方見聞録」、女性をターゲットとし、豆冨料理が中心の健康志向の強いメニューを揃えた「月の雫」の両

業態と、低価格帯の和洋創作メニューを半個室感覚の空間でお楽しみいただける「黄金の蔵」を首都圏都市部を中心

に主要駅前の好立地に集中的に店舗展開しております。また上記に加え、素材を重視した食材に工夫を凝らし、炭火

焼を看板に、より高年齢層のお客様にも満足していただける高級感を追求したお料理をご提供する「庖坊主」、手作

りの豆冨・湯葉料理を看板にした本格和風創作料理店「荳庵」を出店しております。店舗数は平成18年6月30日現在で

「東方見聞録」41店、「月の雫」34店、「黄金の蔵」16店、「庖坊主」2店、「荳庵」1店、「パスタママ」ほか6店、

フランチャイズ1店合計101店です。いずれも従来の居酒屋チェーンとは異なり、「個室感覚」と「手作り感」を重視

してお客様に満足していただけますよう取り組んでおります。

　当社が「東方見聞録」、「月の雫」並びに「黄金の蔵」を飲食の場として提供していくために大切にしていること

は「こころの快適さ」であり、どのお客様にも納得していただける新しい居心地の良さの追求にあります。日常から

離れ、どこか懐かしくも高級感のある和風モダンの雰囲気をもって、美味しいお酒と料理を楽しんで頂ける個室感覚

の空間を演出しております。従来、料亭や高級飲食店でなければ利用しにくかった「個室」という空間を、閉ざされ

た完全個室ではなく「個室感覚の空間」としてお客様に提供しております。

　お客様に提供している料理については、「手作り感」を大切にして、素材の選定から調理まで、こだわりをもった

幅広いメニュー作りに重きをおいております。厳選したこだわりの大豆と天然にがりを使い、できたての豆冨を客席

にてご提供する等、お客様に新鮮な味と香りを楽しんでいただくことに努めております。また、家庭では味わう機会

の少なくなった料理を日常的に提供することや、料理を演出する器にもこだわりをもつ等、豊潤な食の悦びを提供す

ることに取り組んでおります。

　株式会社三光マーケティングフーズは、常に「お客様の立場」にたち、「進化し続ける店作り」へのこだわりをもっ

て、更なるビジネスの拡大に努力を続けていく所存でございます。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図り

ながら長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、業績及び配

当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業拡充のための設備投資を行い、競争

力の維持強化に努めてまいります。

　当期の配当金につきましては、期末配当を1株当たり500円とし、中間配当（1株当たり500円）とあわせ1,000円を予

定しております。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

　当期は「管理体制の再構築」を主軸とし、内部体制の見直しと改善を中心とした改革を断行してきました。その結

果として東方見聞録、月の雫、黄金の蔵の出店数は合計8店舗と前期の28店舗と比べ大幅に減少しましたが、管理体制

の基礎固めは完了したものと判断しております。出店ペースを前期並みに戻すためにも、管理体制の更なる強化を意

識しながら今後の成長を鑑み、下記の通りの中長期戦略を考えている次第です。

・　財務体質の強化

　　今後の出店計画の加速化並びに居酒屋事業に続くビジネスの育成に耐えうる財務体質を強化するための施策を

　　とってまいります。

・　評価・教育体制の再構築

　　社内教育体制を見直し、強化することで他社との差別化を図れるようなサービス体制の強化と組織力の向上を目

　　指します。また評価制度を見直すことで社員の会社の方針に対する理解を深め、定着化を図ります。

・　新業態（ブランド）の開発/新規事業の立ち上げ

　　現在の主力ブランド（東方見聞録・月の雫・黄金の蔵）の成熟度ならびに外食産業、特に居酒屋事業における事

　　業成熟度を鑑み、新業態（ブランド）の開発をM&Aも考慮に入れながら遂行してまいります。

・　コーポレートブランドの確立

　　「東方見聞録」や「月の雫」などの事業ブランドに頼ることなく、「三光マーケティングフーズ」という企業と

　　してのブランドを確立していくことが、激化する競争環境の中で生き残り、成長していくのに必要なことと認識

　　しております。

　このような中長期戦略のもと、32期には354億円（新規出店数105店舗）、33期には461億円（新規出店数115店舗）

の売上を見込んでいます。

(4）会社の対処すべき課題

  　今後の経済見通しにつきましては、企業収益の改善と設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加、雇用情勢の改

　善、輸出・生産の持ち直しなど、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復

　が続くと見込まれています。一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響などには留意する必要があるという状況

　です。外食産業におきましては、米国産牛肉の輸入再開などの明るい話題もある一方、米国産牛肉の危険部

　位混合防止策の実効性に疑問が残るなどとされ、鳥インフルエンザの世界的な蔓延と共に,食に対する安全性の問題

  が顕在していることや、個人消費の緩やかな増加が中々外食産業には反映されてはいないこと等、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。　　　　　　　　　　　　　　

　このような環境の中、当社の課題である管理体制並びに組織体制を前期同様引き続き強化することにより、高速出

店への対処と同業他社への差別化、独自の販売促進方法の開発による販売力の強化、確固たるブランド戦略に基づく

ブランドイメージ（東方見聞録・月の雫・黄金の蔵）の維持・向上、新業態の開発とそのオペレーションの確立、フ

ランチャイズ事業の拡大等、改革と改善を常に意識し経営基盤の確立に邁進いたします。またこれまでと同様、お客

様が「こころの快適さ」を感じられる店舗空間の中で行き届いたサービスと、「手作り感」のある創作料理を提供で

きる店舗作りに励み、お客様に繰り返しご利用いただけますよう、たゆまぬ努力を続ける所存です。

(5）親会社等に関する事項

  　該当事項はありません。　　　　　　　　　　　　　

(6）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。　　　　　　　　　　　　　

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　平成18年6月期における日本経済は、雇用環境の改善や、設備投資の堅調さは見られるものの、足元の個人消費には

明るい兆しが見られず、依然として景気回復の勢いは弱く、停滞感が残る状況であります。外食産業においても、所

得減少に伴う消費低迷や生産年齢人口の減少等を背景にここ数年来、市場規模の縮小が続き、加えて中食市場の拡大

や原油価格の高騰が外食各社の経営に影響を与えております。また、平成15年12月の米国BSE発生に伴う米国産牛肉輸

入禁止措置の継続や鳥インフルエンザ等の食の安全性に対する問題が経営環境の厳しさに拍車をかけました。

　当社はこのような状況のもと、「管理体制の再構築」を主軸とし、内部体制の見直しと改善を中心とした改革を断

行してきました。その結果として当期の出店数は8店舗と前期出店数の28店舗に比べ大幅に減少しましたが、管理体制

の基礎固めは完了したものと判断しております。その管理体制の強化をベースとした売上の上昇と、経費の厳格なコ

ントロールにより営業利益のみならず経常利益においても前期に比べ大幅に改善しました。当期出店の内訳は「東方

見聞録」1店舗、「月の雫」1店舗、「黄金の蔵」5店舗、「吉今ダイニング」を1店舗であります。また期中に2店舗の

業態変更を行いました。業態変更は「黄金の蔵　鶏ちゃん　西梅田店」を「黄金の蔵　ジパング　西梅田店」に（平

成17年11月）、「牛力屋　新小岩南口店」を「黄金の蔵　ジパング　新小岩南口店」（平成17年11月）に変更いたし

ました。

　以上の結果、当事業年度末までの総店舗数は直営店100店、フランチャイズ店1店となり、売上高は229億9百万円（前

年同期比12.5％増）、経常利益29億24百万円（同73.2％増）、当期純利益14億59百万円（同62.0％増）と増収増益と

なりました。

　業態別売上状況は次のとおりであります。

区分

第29期
（平成17年６月期）

第30期（当事業年度）
（平成18年６月期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

東方見聞録（含む庖坊主） 9,743,068 47.9 9,983,301 43.6 240,232 2.5

月の雫（含む荳庵） 8,573,161 42.1 9,238,889 40.3 665,728 7.8

黄金の蔵 829,367 4.0 2,624,567 11.5 1,795,200 216.5

その他（葡萄屋・パスタママ・吉今・吉

今ダイニング・牛力屋・FC）
1,213,910 6.0 1,063,008 4.6 △150,901 △12.4

(2）財政状態

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ15億21百万円増（前

年同期比4.2％減）の42億8百万円となりました。

　なお、当事業年度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）

　当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度と比べ20億17百万円増の33億28百万円（同

154.0％増）となりました。これは、主に管理体制の強化による厳格な経費のコントロールの結果として、税引前当

期純利益が28億80百万円と前事業年度に比べ11億76百万円増（同69.0％増）になったことに起因します。

（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、前事業年度と比べ5億18百万円減の6億11百万円（同45.9％

減）となりました。これは、主に前事業年度の28店舗出店に比べ、当事業年度は管理体制の強化を最優先としたた

め出店数が減少した（8店舗）ことに起因する有形固定資産の取得による支出13億3百万円と、有形固定資産の売却

による収入17億92百万円によるものです。

（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使用した資金は、11億95百万円（前年同期は14億8百万円の獲得）となりまし

た。これは、主に出店店舗数が8店舗のみであったために自己資金で出店費用を賄うことができ、これまでの借入金

の返済と配当金の支払いのみの活動に限定された結果です。
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　キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成16年6月期 平成17年6月期 平成18年6月期

自己資本比率（％） 44.4 56.7 61.2

時価ベースの自己資本比率（％） 271.5 122.7 210.4

債務償還年数（年） 1.4 2.0 0.4

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 34.9 25.1 115.6

１・上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

①　自己資本比率　：　自己資本／総資本

②　時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

（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。）

③　債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

④　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

２．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

３．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

　次期の見通しにつきましては、企業収益の改善と設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加、雇用情勢の改善、輸

出・生産の持ち直しなど、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続く

と見込まれています。一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響などには留意する必要があります。外食産業に

おきましては、米国産牛肉の輸入再開などの明るい話題もある一方、米国産牛肉の危険部位混合防止策の実効性に疑

問が残るなどとされ、鳥インフルエンザの世界的な蔓延と共に食に対する安全性の問題が顕在していることや、個人

消費の緩やかな改善が中々外食産業には反映されてはいないこと等、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。

　このような環境の中、当社の課題である管理体制並びに組織体制を当事業年度同様引き続き強化することにより、

高速出店への対処（居酒屋直営店18店舗新規出店）と同業他社への差別化、独自の販売促進方法の開発による販売力

の強化、確固たるブランド戦略に基づくブランドイメージ（東方見聞録・月の雫・黄金の蔵）維持・向上、新業態で

ある食堂事業の開発とそのオペレーションの確立（直営店4店舗新規出店）、フランチャイズ事業の拡大等（居酒屋FC

店13店舗新規出店）、改革と改善を常に意識し経営基盤の確立に邁進いたします。しかしながら、これらの大量高速

出店（合計35店舗）と、中長期計画の実現のための全社システムの再構築のひとつである、全店舗におけるPOSシステ

ムの見直しが利益を圧迫するのは避けられない状況となっています。

　その結果、平成19年6月期の業績は売上高273億17百万円（前年同期比19.2%増）経常利益30億3百万円（同2.7％増）、

当期純利益15億57百万円（同6.7％増）を見込んでおります。
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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６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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   2,687,413   4,408,922   

２．売掛金   207,329   224,019   

３．原材料   22,660   36,357   

４．前払費用   253,060   316,196   

５．繰延税金資産   45,698   94,413   

６．未収入金   ―   158,086   

７．その他   68,950   16,263   

貸倒引当金   △13   △13   

流動資産合計   3,285,099 25.8  5,254,245 37.8 1,969,146

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  5,557,159   3,970,578    

減価償却累計額  1,098,728 4,458,430  1,094,124 2,876,453   

２．器具及び備品  659,809   649,668    

減価償却累計額  206,734 453,075  293,353 356,315   

３．土地   57,370   57,370   

４．建設仮勘定   4,980   19,281   

有形固定資産合計   4,973,857 39.1  3,309,421 23.8 △1,664,436

(2）無形固定資産         

１．商標権   751   625   

２．ソフトウエア   5,375   54,936   

３．電話加入権   2,846   2,846   

無形固定資産合計   8,973 0.1  58,407 0.4 49,434

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   15,138   126,825   

２．関係会社株式   10,000   10,000   

３．出資金   30   30   

４．長期貸付金   47,500   41,500   

５. 従業員長期貸付金   124   648   
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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）

６．長期前払費用   1,563   938   

７．差入保証金   4,025,674   4,715,553   

８．会員権   59,256   59,256   

９．繰延税金資産   195,712   203,553   

10．その他   97,217   123,058   

貸倒引当金   △9,116   △11,349   

投資その他の資産
合計

  4,443,102 35.0  5,270,014 38.0 826,911

固定資産合計   9,425,934 74.2  8,637,842 62.2 △788,091

資産合計   12,711,033 100.0  13,892,088 100.0 1,181,055

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   470,471   516,112   

２．短期借入金   100,000   150,000   

３．１年内返済予定長期
借入金

  978,420   627,830   

４．1年内償還予定社債   140,000   140,000   

５．未払金   227,707   340,792   

６．未払費用   651,209   697,142   

７．未払法人税等   353,867   1,120,347   

８．未払消費税等   11,378   233,875   

９．前受金   365   66   

10．預り金   20,746   28,498   

11．前受収益   210,421   228,455   

12．役員賞与引当金   ―   80,000   

13．設備未払金   443,034   36,465   

14．その他   ―   19,036   

流動負債合計   3,607,621 28.4  4,218,622 30.4 611,000

Ⅱ　固定負債         

１．社債   260,000   120,000   

２．長期借入金   1,014,880   387,050   

３．長期未払金   671   16,907   

４．退職給付引当金   89,298   103,620   

５．役員退職慰労引当金   381,010   393,730   

６．預り保証金   153,528   149,474   

固定負債合計   1,899,388 14.9  1,170,782 8.4 △728,605

負債合計   5,507,009 43.3  5,389,404 38.8 △117,605
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30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 ※１  1,594,090 12.6  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金         

１.資本準備金  1,642,390   ―    

資本剰余金合計   1,642,390 12.9  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金         

１.利益準備金  315   ―    

２.任意積立金         

    別途積立金  2,300,000   ―    

３.当期未処分利益  1,662,893   ―    

利益剰余金合計   3,963,208 31.2  ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  4,333 0.0  ― ― ―

資本合計   7,204,023 56.7  ― ― ―

負債・資本合計   12,711,033 100.0  ― ― ―

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  1,597,398 11.5 ―

２．資本剰余金         

　　資本準備金   ― ― 1,645,698   ―

資本剰余金合計   ― ―  1,645,698 11.8 ―

３．利益剰余金         

　　利益準備金  ―   315    

　　その他利益剰余金         

　　　別途積立金  ―   3,100,000    

　　　繰越利益剰余金  ―   2,148,008    

利益剰余金合計   ― ―  5,248,323 37.8 ―

株主資本合計   ― ―  8,491,420 61.1 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

 ―   11,264    

評価・換算差額等合計   ― ―  11,264 0.1 ―

純資産合計   ― ―  8,502,684 61.2 ―

負債・純資産合計   ― ―  13,892,088 100.0 ―
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   20,359,507 100.0  22,909,767 100.0 2,550,259

Ⅱ　売上原価         

１．原材料期首たな卸高  23,228   22,660    

２．当期原材料仕入高  5,578,357   5,813,935    

合計  5,601,585   5,836,596    

３．原材料期末たな卸高  22,660 5,578,925 27.4 36,357 5,800,238 25.3 221,312

売上総利益   14,780,582 72.6  17,109,528 74.7 2,328,946

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  13,085,170 64.3  14,270,325 62.3 1,185,154

営業利益   1,695,411 8.3  2,839,203 12.4 1,143,792

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  271   1,968    

２．受取配当金  88   290    

３．受取賃貸料  2,520   2,520    

４．固定資産負担金  62,061   79,305    

５．保険金収入  16,999   2,772    

６．紹介等手数料収入  －   16,184    

７．雑収入  8,349 90,289 0.5 20,233 123,273 0.6 32,984

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  52,183   26,648    

２．社債利息  708   1,538    

３．新株発行費  10,432   －    

４．社債発行費  4,980   －    

５．株式上場費用  28,119   －    

６．雑損失  1,243 97,668 0.5 10,047 38,234 0.2 △59,434

経常利益   1,688,032 8.3  2,924,243 12.8 1,236,211

Ⅵ　特別利益         

１．店舗立退補償金  266,124   －    

２．貸倒引当金戻入益  254 266,379 1.3 － － － △266,379

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※２ 30,517   －    

２．固定資産除却損 ※３ 141,816   －    

３．会員権評価損  9,207   －    
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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）

４．リース解約損  51,309   －    

５．契約解除損  －   32,077    

６．原状回復費用  －   10,714    

７．その他 ※４ 16,807 249,656 1.2 599 43,391 0.2 △206,265

税引前当期純利益   1,704,755 8.4  2,880,852 12.6 1,176,096

法人税、住民税及び事
業税

 818,818   1,482,600    

法人税等調整額  △15,132 803,685 4.0 △61,312 1,421,288 6.2 617,602

当期純利益   901,069 4.4  1,459,564 6.4 558,494

前期繰越利益   829,043   －  －

中間配当額   67,219   －  －

当期未処分利益   1,662,893   －  －

         

－ 11 －



（3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度 

（株主総会承認日平成17年９月22日） 

区分 注記番号 金額（千円）

 Ⅰ 当期未処分利益   1,662,893

 Ⅱ 利益処分額    

 　１. 配当金  67,219  

 　２. 役員賞与金  40,000  

 　３. 任意積立金    

 　   別途積立金  800,000 907,219

 Ⅲ 次期繰越利益   755,674
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
1,594,090 1,642,390 1,642,390 315 2,300,000 1,662,893 3,963,208 7,199,690

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 3,308 3,307 3,307 ― ― ― ― 6,616

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― ― △67,219 △67,219 △67,219

剰余金の配当（中間配当）

（千円）
― ― ― ― ― △67,231 △67,231 △67,231

利益処分による役員賞与（千

円）
― ― ― ― ― △40,000 △40,000 △40,000

当期純利益（千円） ― ― ― ― ― 1,459,564 1,459,564 1,459,564

別途積立金の積立（千円） ― ― ― ― 800,000 △800,000 ― ―

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

― ― ― ― ― ― ―  

事業年度中の変動額合計

（千円）
3,308 3,307 3,307 ― 800,000 485,114 1,285,114 1,291,730

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,597,398 1,645,698 1,645,698 315 3,100,000 2,148,008 5,248,323 8,491,420

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年６月30日　残高

（千円）
4,333 4,333 7,204,023

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） ― ― 6,616

剰余金の配当（千円） ― ― △67,219

剰余金の配当（中間配当）

（千円）
― ― △67,231

利益処分による役員賞与（千

円）
― ― △40,000

当期純利益（千円） ― ― 1,459,564

別途積立金の積立（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

6,930 6,930 6,930

事業年度中の変動額合計

（千円）
6,930 6,930 1,298,660

平成18年６月30日　残高

（千円）
11,264 11,264 8,502,684
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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  1,704,755 2,880,852

減価償却費  636,288 606,717

退職給付引当金の増加額  27,285 14,322

役員退職慰労引当金の増加額  28,940 12,720

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △254 2,233

役員賞与引当金の増加額  ― 80,000

受取利息及び配当金  △359 △2,258

固定資産売却損  30,517 ―

固定資産除却損  141,816 ―

支払利息  52,183 26,648

社債利息  708 1,538

新株発行費  10,432 ―

社債発行費  4,980 ―

会員権評価損  9,207 ―

売上債権の増加額  △34,123 △16,689

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 567 △13,697

仕入債務の増加額  62,518 45,641

その他流動資産の増加額  △17,296 △29,891

その他流動負債の増加額
（△減少額）

 △179,135 514,965

その他固定負債の増加額
（△減少額）

 50,296 △4,292

役員賞与の支払額  △40,000 △40,000

小計  2,489,327 4,078,808

利息及び配当金の受取額  359 2,258

利息の支払額  △51,856 △28,798

法人税等の支払額  △1,127,504 △724,207

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,310,326 3,328,060
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

   

定期預金の預入による支出  ― △200,000

投資有価証券の取得による支
出

 ― △100,000

有形固定資産の取得による支
出

 △2,044,761 △1,303,659

有形固定資産の売却による収
入

 1,009,100 1,792,512

無形固定資産の取得による支
出

 △16,130 △22,569

差入保証金の差入による支出  △594,214 △979,668

差入保証金の返還による収入  543,632 222,588

貸付けによる支出  ― △2,000

貸付金の回収による収入  6,655 6,589

会員権取得による支出  △18,357 ―

その他  △16,078 △25,215

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,130,153 △611,423

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
（△純減額）

 △50,000 50,000

長期借入金の借入による収入  500,000 ―

長期借入金の返済による支出  △1,091,182 △978,420

社債の発行による収入  395,019 ―

社債の償還による支出  ― △140,000

株式の発行による収入  1,781,748 6,616

配当金の支払額  △127,047 △133,324

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,408,537 △1,195,128

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）

 1,588,710 1,521,509

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,098,702 2,687,413

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  2,687,413 4,208,922
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

(1）    ──────────

 

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

 (2）子会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(2）子会社株式

同左

 (3）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

原材料

最終仕入原価法

原材料

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日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)については、

定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

(1）有形固定資産

同左

 建物　　　　　　　　15～22年  

 器具及び備品　　　　３～15年  

 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

    支出時に全額費用処理しております。

 ──────────

    

 (2）社債発行費

    支出時に全額費用処理しております。

 

 

６．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７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (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の見込

額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数(３年)による定額法により、翌期か

ら費用処理することとしております。

(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、

内規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

  ──────────

 

(4）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、

役員賞与支給見込額のうち当事業年度

に負担すべき額を計上しております。

７．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

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップ

について、特例処理を採用しておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段

金利スワップ

(2）ヘッジ手段

同左

 (3）ヘッジ対象

市場金利等の変動によりキャッシュ

・フローが変動するもの（変動金利の借

入金）

(3）ヘッジ対象

同左

 (4）ヘッジ方針

デリバティブ取引は金利の変動による

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。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。

(4）ヘッジ方針

同左

 (5）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満た

しており、その判定をもって有効性の

評価に代えております。

(5）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

９．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か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

10．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方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理方法

同左

会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ──────────  （固定資産の減損に係る会計基準）

  　当事業年度から「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　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。

 ──────────  （役員賞与に関する会計基準）

  　当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。これにより、従来、株主総会決議時

に未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与を、

当事業年度から発生時に費用処理しております。

　この結果、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が

80,000千円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利

益が80,000千円減少しております。

 ──────────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

17年12月９日　企業会計適用指針第８号）を適用しており

ます。

　 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

8,502,684千円であります。
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表示方法の変更 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動負債の「未払金」に含めて表示して

おりました「設備未払金」は、当事業年度において、負債

及び資本の合計額の100分の1を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前事業年度の「設備未払金」は104,124千円であ

ります。

（貸借対照表）

──────────

　前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示して

おりました「預り保証金」は、当事業年度において、負債

及び資本の合計額の100分の1を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前事業年度の「預り保証金」は103,364千円であ

ります。

──────────

────────── 　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当事業年度において、流動資

産合計の100分の1を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度の「未収入金」は41,757千円でありま

す。

────────── （損益計算書）

　前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示して

おりました「原状回復費用」は、当事業年度において、特

別損失合計の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度の「原状回復費用」は10,170千円であ

ります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１ 　　　　　──────────

授権株式数　　 普通株式 430,720株

発行済株式総数 普通株式 134,438株

２．偶発債務

(1）当社は、競合他社の展開する居酒屋チェーンが

当社の展開する「月の雫」の業態を模倣したもので

あるとして、当該競合他社を相手取り店舗名称の使

用差止めと110,000千円の損害賠償を求めて、平成

15年7月14日付で横浜地方裁判所に訴訟を提起して

おります。

これに対し、相手方から不正競争防止法に反すると

して、129,500千円の損害賠償等を求める訴訟が平

成15年12月12日付で提起されております。

当社の見解は、「月の雫」は東京、神奈川、千葉を

中心に広く認知され、マスコミ報道等を通じ周知性

が高いため店舗の呼称・外観及び料理・サービスの

提供方法等の特徴から、利用者が「月の雫」と相手

方店舗を誤って認識するものと判断しており、相手

方から提起されている不正競争防止法違反には該当

しないと考えております。現在両訴訟は横浜地方裁

判所において併合審理中であり、結審、和解等には

至っておりません。

(2）当期において、店舗建物貸主及び金融機関との

間で敷金預託委託契約を締結し、店舗建物に係る敷

金404,412千円を回収しました。金融機関は当社に

代わり、店舗建物貸主に対して敷金404,412千円を

預託しており、金融機関が当該敷金を回収できない

場合には、当社がこれを補償する義務を有していま

す。

２．偶発債務

(1）当社は、競合他社の展開する居酒屋チェーンが

当社の展開する「月の雫」の業態を模倣したもので

あるとして、当該競合他社を相手取り店舗名称の使

用差止めと110,000千円の損害賠償を求めて、平成

15年7月14日付で横浜地方裁判所に訴訟を提起して

おります。

これに対し、相手方から不正競争防止法に反すると

して、129,500千円の損害賠償等を求める訴訟が平

成15年12月12日付で提起されております。

当社の見解は、「月の雫」は東京、神奈川、千葉を

中心に広く認知され、マスコミ報道等を通じ周知性

が高いため店舗の呼称・外観及び料理・サービスの

提供方法等の特徴から、利用者が「月の雫」と相手

方店舗を誤って認識するものと判断しており、相手

方から提起されている不正競争防止法違反には該当

しないと考えております。現在両訴訟は横浜地方裁

判所において併合審理中であり、結審、和解等には

至っておりません。

(2）当期において、店舗建物貸主及び金融機関との

間で敷金預託委託契約を締結し、店舗建物に係る敷

金142,833千円を回収しました。金融機関は当社に

代わり、店舗建物貸主に対して敷金142,833千円を

預託しており、金融機関が当該敷金を回収できない

場合には、当社がこれを補償する義務を有していま

す。

なお、当事業年度末現在において敷金547,245千円

を預託しております。

３．配当制限

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより、増加した純資産額は4,333千円

であります。

３．　　　　──────────

４．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

４．当座貸越契約

当社は金融機関との間で当座貸越契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 250,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 150,000千円

当座貸越限度額        200,000千円

借入実行残高        100,000

差引額        100,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は54％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 54％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与 5,442,228千円

退職給付費用  34,560

減価償却費 636,288

地代家賃 3,235,842

消耗品費 524,357

水道光熱費 892,701

役員退職慰労引当金繰入額 28,940

従業員給与          5,958,850千

円

退職給付費用        24,414

減価償却費        606,717

地代家賃          3,880,149

水道光熱費          914,100

役員退職慰労引当金繰入額        20,220

役員賞与引当金繰入額        80,000

貸倒引当金繰入額            2,233

※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．　　　　──────────

黄金の蔵三宮いくたロード店 30,517千円

計 30,517千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．　　　　──────────

月の雫渋谷文化村通り店 107,722千円

牛力屋西友福生店 34,093    

計 141,816千円

※４．その他の特別損失の内訳は次のとおりであります。 ※４．　　　　──────────

 東方見聞録自由が丘店原状回復工事費用 10,170千円

 本社移転解体工事費 5,000    

 月の雫渋谷文化村通り店撤去費用 255    

 池袋テストキッチン撤去費用 1,382    

計 16,807千円
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（株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 134,438 232 － 134,670

合計 134,438 232 － 134,670

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加232株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。
 
 ２.配当に関する事項

 （1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月22日

定時株主総会
普通株式 67,219 500 平成17年６月30日 平成17年９月26日

平18年２月９日

取締役会
普通株式 67,231 500 平成17年12月31日 平成18年３月20日

 
 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月21日

定時株主総会
普通株式 67,335 利益剰余金 500 平成18年６月30日 平成18年９月22日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

(平成17年６月30日現在) (平成18年６月30日現在)

現金及び預金勘定 2,687,413千円

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 2,687,413千円

現金及び預金勘定      4,408,922千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  200,000

現金及び現金同等物      4,208,922千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

 
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 1,136,369 81,312 1,055,056

器具及び備品 1,943,631 1,068,604 875,026

ソフトウエア 187,866 112,138 75,727

合計 3,267,867 1,262,056 2,005,811

 
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 3,048,829 212,064 2,836,764

器具及び備品 1,672,057 1,154,456 517,601

ソフトウエア 158,846 117,550 41,295

合計 4,879,733 1,484,071 3,395,661

(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 508,842千円

１年超 1,539,206

合計 2,048,049千円

１年内      579,720千円

１年超 2,855,831

合計    3,435,552千円

(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

１）支払リース料 537,505千円

２）減価償却費相当額 467,022千円

３）支払利息相当額 45,262千円

１）支払リース料      652,406千円

２）減価償却費相当額      571,315千円

３）支払利息相当額       75,583千円

(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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,280千円

１年超 －

合計 2,280千円

１年内     808千円

１年超 －

合計      808千円

－ 23 －



②　有価証券

前事業年度（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

     

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1)株式 7,830 15,138 7,308

(2）債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 7,830 15,138 7,308

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 10,000

当事業年度（平成18年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの

(1）国債・地方債 － － －

(2）社債 100,000 78,796 △21,204

(3）その他 － － －

小計 100,000 78,796 △21,204

合計 100,000 78,796 △21,204

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1)株式 7,830 26,825 18,995

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 7,830 26,825 18,995
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３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 10,000

 　　 　４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額　　　 

種類
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債権 － － － －

(1）国債・地方債 － － － －

(2）社債 － － － 100,000

(3）その他 － － － －

２．その他 － － － －

合計 － － － 100,000

－ 25 －



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７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(1）取引の内容

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

デリバティブ取引は、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

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

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例

処理を採用しております。

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

ヘッジ対象・・市場金利等の変動によりキャッ

シュ・フローが変動するもの（変動

金利の借入金）

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

デリバティブ取引は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。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その

判定をもって有効性の評価に代えております。

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

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみであるため、記載を省略しております。
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④　退職給付

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度を採用しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度

(平成17年６月30日現在)

当事業年度

(平成18年６月30日現在)

(1）退職給付債務 △74,834千円

(2）退職給付引当金 89,298千円

差引(1)+(2) 14,463千円

(3）未認識数理計算上の差異 14,463千円

(1）退職給付債務 △99,261千円

(2）退職給付引当金    103,620千円

差引(1)+(2)      4,358千円

(3）未認識数理計算上の差異     4,358千円

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

前事業年度

(自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日)

当事業年度

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日)

退職給付費用 34,560千円

(1）勤務費用 27,427千円

(2）利息費用 986千円

(3）数理計算上の差異の費用処

理額
6,146千円

退職給付費用     24,414千円

(1）勤務費用     27,524千円

(2）利息費用    1,122千円

(3）数理計算上の差異の費用処

理額
   △4,232千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度

(平成17年６月30日現在)

当事業年度

(平成18年６月30日現在)

(1）割引率 1.50％

(2）退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年

数
３年

(1）割引率 1.50％

(2）退職給付見込額の期間配分

方法
期間定額基準

(3）数理計算上の差異の処理年

数
３年
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　　⑤　ストック・オプション関係

１.ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション 

平成15年

ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数  取締役２名及び従業員11名  取締役１名及び従業員11名

 株式の種類及び付与数（注）  普通株式　　　1,440株  普通株式　　　196株

 付与日  平成14年６月26日  平成15年９月25日

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。  同左

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  同左

 権利行使期間

 平成16年７月１日から平成20年６月　

　　　　　　

 30日まで　　　　　　　　

 平成17年10月１日から平成21年９

 月30日まで

（注）株式数に換算して記載しております。

 

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。

 
平成14年

ストック・オプション

平成15年

ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　　　　　(株)   

 　期首 ― ―

   付与数 ― ―

   失効数 ― ―

   行使数 ― ―

   未行使数 ― ―

 権利確定後　　　　　　　　　　(株)   

 　期首 224 132

   付与数 ― ―

   失効数 ― 8

   行使数 224 8

   未行使数 ― 116

②単価情報

 
平成14年

ストック・オプション

平成15年

ストック・オプション

 権利行使価格(円) 25,625 109,500

 行使時平均株価（円） 176,000 201,000

 公正な評価単価（付与日）(円) ― ―
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⑥　税効果会計

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６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．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  

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,715千円

未払事業税否認 31,855

退職給付引当金超過額 36,211

役員退職慰労引当金繰入額 155,071

その他 17,532

繰延税金資産計 244,386

繰延税金負債  

　　その他有価証券評価差額金 △2,974

繰延税金負債計 △2,974

繰延税金資産の純額 241,411

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額    4,624千円

未払事業税否認 79,023

退職給付引当金超過額 42,173

役員退職慰労引当金繰入額 160,248

その他 19,628

繰延税金資産計 305,698

繰延税金負債  

　　その他有価証券評価差額金 △7,730

繰延税金負債計 △7,730

繰延税金資産の純額 297,967

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

同族会社の留保金課税 2.9

住民税均等割等 2.4

交際費等永久に損金に算入されない項

目
0.8

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.1

法定実効税率 40.7％

（調整）  

同族会社の留保金課税 4.6

住民税均等割等 1.7

交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.2

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.3

⑦　持分法損益等

前事業年度（自 平成16年７月１日　至 平成17年６月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成17年７月１日　至 平成18年６月30日）

　該当事項はありません。

⑧　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年７月１日　　至　平成17年６月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年７月１日　　至　平成18年６月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 53,288円68銭

１株当たり当期純利益金額 6,522円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
6,504円42銭

　当社は、平成16年12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。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報については、

以下のとおりであります。

 

１株当たり純資産額 37,906円53銭 

１株当たり当期純利益金額 8,776円17銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
8,658円88銭 

１株当たり純資産額   63,137円18銭

１株当たり当期純利益金額   10,848円25銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
  10,836円15銭

 

 

  

  

  

　（注）１．１株当たり当期純利益金額は期中平均株式数により算出しておりますが、無償で発行した株式については期

首に株式数が増加したものとして算出しております。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 901,069 1,459,564

普通株主に帰属しない金額（千円） 40,000 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (40,000) ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 861,069 1,459,564

期中平均株式数（株） 132,007 134,544

   

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） 375 232

（うち新株予約権） (375) (232)

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

― ―
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ────────── １　ストックオプション

　　当社は平成18年８月10日開催の取締役会において、当

社の取締役、監査役及び使用人に対してストックオプショ

ンを発行する議案を平成18年９月21日開催の定時株主総会

に付議することを決議しております。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）原材料仕入実績

　原材料仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

第29期
（平成17年６月期）

第30期（当事業年度）
（平成18年６月期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

東方見聞録（含む、庖坊主） 2,526,836 45.3 2,538,817 43.7 11,981 0.5

月の雫（含む、荳庵） 2,270,531 40.7 2,365,751 40.7 95,220 4.2

黄金の蔵 227,571 4.1 685,516 11.8 457,945 201.2

その他（だいこんの花・葡萄屋・パスタマ

マ・吉今・吉今ダイニング・牛力屋）
553,419 9.9 223,849 3.8 △329,569 △59.6

合計 5,578,357 100.0 5,813,935 100.0 235,577 4.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

第29期
（平成17年６月期）

第30期（当事業年度）
（平成18年６月期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

東方見聞録（含む、庖坊主） 9,743,068 47.9 9,983,301 43.6 240,232 2.5

月の雫（含む、荳庵） 8,573,161 42.1 9,238,889 40.3 665,728 7.8

黄金の蔵 829,367 4.0 2,624,567 11.5 1,795,200 216.5

その他（だいこんの花・葡萄屋・パスタマ

マ・吉今・吉今ダイニング・牛力屋）
1,213,910 6.0 1,063,008 4.6 △150,901 △12.4

合計 20,359,507 100.0 22,909,767 100.0 2,550,259 12.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 32 －



(3）収容能力及び収容実績

　収容能力及び収容実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別

第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期（当事業年度）
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

客席数
（千席）

構成比
（％）

来店客数
（千人）

構成比
（％）

客席数
（千席）

構成比
（％）

来店客数
（千人）

構成比
（％）

東方見聞録 2,920 46.3 3,231 48.7 3,150 42.2 3,267 43.6

月の雫 2,765 43.8 2,670 40.2 3,179 42.5 2,862 38.2

黄金の蔵 320 5.1 323 4.9 845 11.3 962 12.8

その他 307 4.8 415 6.2 300 4.0 409 5.4

合計 6,313 100.0 6,639 100.0 7,475 100.0 7,501 100.0

　（注）　客席数は、各月末現在の各店舗客席数×営業日数として算出しております。
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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

①　新任取締役候補

      該当事項はございません。

 

 

②　退任予定取締役

      該当事項はございません。

 

③　新任監査役候補

      常勤監査役（社外監査役）　　谷　　芳樹

      非常勤監査役（社外監査役）　若林　利明  （現　有限会社若林リサ-チ代表取締役）

      非常勤監査役（社外監査役）　宮川　勝之　（現　第二東京弁護士会監事）

 

 

④　退任予定監査役

      常勤監査役（社外監査役）　　藤木　正義

　　　非常勤監査役（社外監査役）　砂原　次男

      非常勤監査役（社外監査役）　猪口　一郎　（現　株式会社アイアムプロパティー取締役会長）

 

(3）就任予定日

平成　18年　9月　21日
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