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1．       の連結業績 (           ～           )18年 8月 期 平 成17年 9月 1日 平 成18年 8月31日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 8月期       78,976     5.9       5,616    28.1       6,722    49.4

17年 8月期       74,602     2.4       4,385    △8.7       4,498    △6.6

１株当たり 総 資 産 売 上 高潜在株式調整後 自 己 資 本当 期 純 利 益
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年 8月期        3,563    49.0         68.46－      7.5    11.2     8.5

17年 8月期        2,391    △5.5         45.95－      5.5     7.4     6.0

(注 )1.持分法投資損益 18年 8月 期 百万円 17年 8月 期 百万円－ －
2.期中平均株式数(連結) 18年 8月 期     52,044,175株 17年 8月 期     52,048,119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

( 2 )連結財政状態

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

      59,870       49,267     82.3        946.6818年 8月期

      59,653       44,742     75.0        859.6717年 8月期

(注 )期末発行済株式数 (連結 ) 18年 8月 期     52,042,310株 17年 8月 期     52,046,269株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
       5,342        △930       △3,219        9,48118年 8月期

17年 8月期        5,270      △2,637       △6,358        8,340

( 4 )連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    4 － －

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社－ － － －

2．      の連結業績予想 (           ～           )19年 8月期 平 成18年 9月 1日 平 成19年 8月31日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

中 間 期       38,500        1,780          700

通 期       81,000        5,900        2,800

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          53円 80銭

※ 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 ７ ペ ー ジ を 参 照 し て 下 さ い 。



１．企業集団の状況

　当社（株式会社サイゼリヤ）グループは、当社及び連結子会社４社で構成され、外食事業を基幹事業としております。

（外食事業）

　「本場・本物の食材を世界中よりお届けします。」をメニュー提案のテーマとして、イタリアンワイン＆カフェレ

ストラン『サイゼリヤ』を全て直営で全国に753店舗（平成18 年８月期末現在）運営しております。当期当社として

は、ファストフード等の新業態の運営を実験的に合計６店舗で展開しており、これら直営店舗運営に関連して、自社

製造工場やカミッサリー（加工・物流拠点）を活用した食材加工と大半の店舗への直接配送業務もあわせて行ってい

ます。なお、当社の連結子会社であるサイゼリヤ・オーストラリア（Saizeriya Australia Pty. Ltd.）の食材工場は

ほぼフル稼働しております。また、平成18年８月期末現在、上海市内においては、７店舗を運営しております。

（その他事業）

　その他事業におきまして、旅行会社株式会社アダツアーズジャパンは、当社従業員の国内外の出張及び各交通機関

の切符の手配や販売、広告事業イベントの企画構成、損害保険の代理業などを営んでおります。

　なお、連結子会社４社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
所有割合
（％）

関係内容

Saizeriya Australia

Pty. Ltd.

オーストラリア

ヴィクトリア州

メルトン市

3,890

（64百万豪ドル）

肉製品・ソース類等

食材の製造
100

当社で使用する食材

の製造。役員の兼任

あり。

㈱アダツアーズジャパ

ン
東京都千代田区

20

 

旅行業法に基づく旅

行業
100

当社の出張業務の補

助。役員の兼任あり。

上海薩莉亜餐飲有限公

司

中華人民共和国

上海市徐匯区

329

（23百万元）

イタリアンレストラ

ンのチェーン展開
100

当社と同様の営業形

態。役員の兼任あり。

北京薩莉亜餐飲管理有

限公司

中華人民共和国

北京市朝陽区

307

（23百万元）

イタリアンレストラ

ンのチェーン展開
100

当社と同様の営業形

態（計画中）。役員

の兼任あり。

　事業の系統図は次のとおりであります。

一般顧客

当社
㈱サイゼリヤ

（連結子会社）
㈱アダツアーズジャパン

商品の提供

食材の提供

旅行サービス
の提供

旅行サービス
の提供

商
品
の
提
供

（連結子会社）
北京薩莉亜餐飲管理有限公司

（連結子会社）
Saizeriya Australia Pty. Ltd.

商
品
の
提
供

（連結子会社）
上海薩莉亜餐飲有限公司

（関連当事者）
㈲白河高原農場

農作物の販売

（計画中）
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２．経営方針

１．経営の基本方針

①日常的に気軽にご利用いただける店づくり

　頻度の少ないご馳走、特別料理を提供するのではなく、通常毎日のように食される健康的で美味しく楽しい料理の

品揃えと店構えにすることにより、いつでもどこでも気軽にご利用いただける店づくりを当社は目指しております。

②多店舗化による地域社会への貢献

　当社の店舗があることにより、健康的で美味しい料理をとおして、その地域社会に潤いが出て、楽しい豊かな社会

となっていくことを願い、出店しております。当社はこのような状況を社会全体に広げるため、より多くの地域に出

店してまいります。

③生活提案型製品・商品の提供

　従来の生活パターンでそれなりに満足していても、世の中にはまだ知られていないもっと健康的で美味しい料理、

楽しく豊かな生活、暮らし方が身近にあるのだということを当社は店舗をとおして提案しております。それは料理の

質、メニューの組み合わせ、雰囲気、価格等のトータルなコーディネーションを通じて実現できるものと考えており

ます。

④独自の素材調達から商品提供までのトータルシステム化

　より健康的で美味しく楽しい食事をお値打ち価格で提供していくために、世界的に食材の自社栽培・製造加工・運

搬・調理を含め、お客様に召し上がっていただくまでのトータルシステム作りに当社は取り組んでおります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主並びに一般投資家保護の基本原則を十分認識し、経営基盤の確保とROE（株主資本利益率）の向上を

念頭に置いて、安定的な配当を基本とし、業績に応じて株主還元を積極的に行うことを基本方針としております。

　また、内部留保資金は、新たな成長につながる店舗および自社工場などの設備投資に充当していく所存でありま

す。

３．目標とする経営指標

①店舗及び工場等への投資利回り（ROI）は、年率20％以上とする。

②売上高経常利益率は、10％以上とする。

③株主資本の効率性（ROE）は、15％以上とする。

４．中長期的な経営戦略

　当社の中長期的経営目標は、1,000店舗を運営すること（平成18年８月期末で753店舗）と、ファストフード、フー

ドプロセッシング事業（食材の卸売業）、海外でのレストラン事業などを展開することであります。そのためのポ

イントは、以下のとおりであると考えております。

①目標商圏人口を６万人とし、店舗展開を積極的に進めること。

②品質及び価格面で国際的に通用する商品力の高い商品を提供し、顧客の来店頻度を高めること。

③バーティカル・マーチャンダイジング（原材料の遡及開発）を推進すること。

④一地域内に200～300店舗を対象としてカミッサリー（食品加工・物流基地）を建設していくこと。

⑤オーストラリア工場の製品品質向上、安定生産、稼働率向上に店舗段階での作業軽減を図ること。

⑥設備投資の判断基準は、投資利回り（ROI）20％以上（5年以内に投資回収）とすること。
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５．対処すべき課題

　現在、以下の項目を対処すべき課題と考えております。

①新規出店数の確保

②来店客数・既存店売上高の維持・向上

③店舗オペレーションシステムの改善

④人材の確保・育成

⑤食材調達ルートの拡充

⑥工場の安定操業及び稼働率向上

⑦法律の遵守

６．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

①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、経営の透明性やコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、経営環境変化に迅速

に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築、維持することを重要施策としております。

ａ　取締役会

　取締役会は平成18年８月31日現在10名の取締役からなり、経営上の重要事項及び方針を審議し、議決します。

なお、取締役10名の内、社外取締役はおりません。また、監査役３名の内必ず１名は出席し、取締役の職務執行

を監査しております。毎月１回開催され、社長が議長を務めております。

ｂ　経営会議

　経営会議は取締役会の基本方針に基づき、経営企画部長を議長として、各事業部長が週単位で現場の状況を観

察、分析し、その業務の執行状態及び事業計画について審議いたします。その中で、気づいた点やアドバイスを

社長が行います。経営会議は社長、専務並びに常務取締役をもって構成し、担当役員である取締役および部長ク

ラスも審議に加わるものとしております。

　なお、会議の運営は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監

査役会による監査機能を強化するために直接監査役が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。

ｃ　その他事業部門会議

　当社は部署内のコミュニケーションと意志の統一と迅速な業務執行体制をとるために、毎週火曜日の午後に事

業部門会議を行っております。各部署か週代わりで部門長を議長として運営しております。

ｄ　内部監査

　内部監査は内部監査部長が契約書や稟議書を会社方針に基づく適正、効率的な業務運営がなされているかの

チェックと、コンプライアンスの遵守を定期的に監査しております。

e　コーポレート・ガバナンス（企業統治）の実効性確保

　当社は経営の弾力性・機動性の面において、監査役制度を採用しております。重要事項の決定、業務執行状況

を監督する監査役（内１名が常勤）３名は全て社外監査役であり、１ヶ月に一度監査役会を開き、経営会議には

常勤監査役も出席し適宜、意見の表明を行っております。

f　コンプライアンス（法令遵守）を重視

　当社では食品業界における不祥事が多発するなか、当社従業員がより高い倫理観に根ざした企業活動をおこな

うため、諸法令の遵守事項を定期的に見直しております。

g　タイムリーディスクロージャー（適時情報開示）

　コーポレート・ガバナンスの根底を成す情報開示につきましては、毎月初旬には前月及び前年同月の全店・既

存店別の売上高前期比率、客数前期比率、客単価前期比率等のデータをアナリスト、ファンドマネジャーのほか、

ホームページを通して広く一般投資家にも開示しております。決算短信開示時期の早期化に努めておりますが、

現段階では決算日から50日程度が必要とみなしており、それに基づいて計画し、作業に努めております。

　また、株主各位、投資家の皆様とのコミュニケーションを推進しており、ホームページ（http://

www.saizeriya.co.jp）等を通じたＩＲ情報提供も、今後さらに高い評価をいただけるよう、質と量の両面でより

充実化するよう努めております。
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②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

ａ　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 　　　１）会社の機関の内容

・　当社は監査役制度採用会社であります。

・　当社は社外取締役はおらず、監査役は常勤１名、非常勤２名の計３名の体制を取っております。

・　当社は委員会等設置会社ではございません。理由は現在、取締役会において迅速な意思決定ができているこ

と、また現行の取締役会、監査役会も取締役会の業務執行につき十分な管理・監督ができておりますので、

委員会等設置会社の制度採用は見送っております。

・　業務執行・監視及び内部統制の仕組みについては以下のとおりであります。

株主総会

監査役会

代表取締役社長 会計監査人

店舗

取締役会

経営会議

内部監査部

権限委任（地区長等）

監査役の選任・解任

会計監査

監査

取締役の選任・解任

選任・監督

権限委任

リスク管理委員会

報
告

選
任
・
解
任報

告

報告

報告

一
部
参
加

監
査

各事業部報告

 

　　 　2）内部統制システムの整備の状況

内部統制の実行状況については、平成17年12月に組織変更を行い、事業部制を執り、各職位に責任と権限を明

確にした上で職務を遂行しております。

なお、企業経営及び日常業務については顧問弁護士等に随時法律上の判断に関するアドバイスを受け、監査法

人トーマツからは、会計監査を通して体質の強化・改善に繋がる提案を受けております。

3）リスク管理体制の整備の状況

当社では週１回取締役及び部長クラスも参加して、社長が議長を務める「経営会議」においても、担当取締役

からの各種リスクへの予防対策及び発生時の対策等の報告に対して審議をして対策をとっております。「経営

会議」は、経営の根幹をなす重要な意思決定機関であるため、常勤監査役が出席し、有効・適切な監査が行わ

れるようにしております。また、食中毒等の商品リスクや災害時のリスク等の緊急情報の共有化、迅速化を図

るため、担当取締役及び担当部長等で構成される「リスク管理委員会」が不定期で開催されています。

また、当社はリスク管理についても弁護士と相談し、経営上・業務運営上の法的対応が必要な場合に随時、ア

ドバイスを受けることにしております。

なお、会議の運営は経営の根幹をなす業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監

査役会による監査機能を強化するために直接監査役が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしておりま

す。
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４）役員報酬の内容

　　　　　 取締役及び監査役に対する報酬の内容は以下のとおりであります。

（取締役）

 支払額

株主総会決議に基づく報酬 209百万円

（監査役） 

　株主総会決議に基づく報酬　　　　　　　　　　　　　　　　21百万円

５）監査報酬の内容

　　当事業年度における当社の会計監査人（監査法人トーマツ）に対する監査報酬は以下のとおりであります。

 支払額

監査契約に基づく監査証明に係る報酬 27百万円

上記以外の報酬 5百万円

計 32百万円

 （注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と証券取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分はできませんので、合計額を記載して

おります。

 

ｂ　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　当社は社外取締役を選任しておりません。社外監査役３名と当社の間に該当する利害関係はありません。

ｃ　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間（最近事業年度の末日からさかのぼって

１ヵ年）における実施状況

　当社のめざす社会貢献と企業の社会的責任をより明確に一致させるため経営理念の全従業員への徹底を図って

おります。その手段として、月１回の取締役会と週１回の経営会議での活発な意見交換があり、業務決定や経営

戦略上、重要事項についての審議を行っています。また、子会社であるサイゼリヤ・オーストラリア（Saizeriya 

Australia Pty. Ltd.）とテレビ会議を定期的に行い、現地での生の情報を得、即時に指示や命令を出せるシステ

ムを構築しております。

　また、当社における内部統制基本方針に関し、平成18年５月16日の取締役会にて、以下の決議を行っておりま

す。

内部統制システム構築の基本方針

　①取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制

　当社は、企業理念の「日本を真に豊かな国にするお手伝いをすること」と経営方針に則した企業行動をとり、

代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に、継続的に伝達・徹底をを計ることにより、

法令遵守と社会倫理の遵守する企業活動とする。

　代表取締役は、総務本部担当役員をコンプライアンス（法令遵守）全体に関する総括責任者とし、各担当役

員及び指名された使用人と体制の構築・整備・維持にあたる。

　監査役及び内部監査部は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、

取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

　また、当社は、使用人が法令若しくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人に

不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規定」を制定する。

　②取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

　代表取締役は、取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理についての総括責任者に総務本部担当役員

とする。取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理は、「文書取扱規定」及び「情報システム管理規定」

に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理・保存する。

　監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規定に準拠して実施されている

かについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。

　③損失の危機の管理に関する規定その他の体制
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　代表取締役は、総務本部担当役員をリスク管理に関する総括責任者とし、各部門担当取締役と共に、各リス

クを体系的に管理するため、既存の「経理規定」「安全衛生管理規定」等を改正し、必要な「リスク管理規定」

を新たに制定する。各部門においては、関連規定に基づきマニュアルやガイドラインを改定し、部門毎のリス

ク管理規定を確立する。

　監査役及び内部監査部は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定

期的にリスク管理体制を見直し、改善に努める。

　④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　代表取締役は、経営情報本部担当役員を取締役の職務の効率性に関しての総括責任者とし、「中期経営計画」

及び「年次経営計画」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。　

各部門担当取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制の計画

を決定し遂行する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に「取締役会」及び「経営会議」において

定期的に報告させ、業務遂行状況を、観察・分析し修正計画を制定する。Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの軌道に乗っ

た業務が遂行されるようにする。

　⑤当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 「職務権限規定」に基づき、当社及び関係会社の管理は、経営情報本部担当役員を総括責任者とし、関連する

部署と連携し、関係会社各社の運営の指導・支援を実施する。

関係会社担当役員は、関係会社各社の経営計画・効率的な業務遂行状況・財務報告の信頼性・コンプライアン

ス体制・内部統制体制等を「取締役会」及び「経営計画」に報告する。

　監査役と内部監査部は、定期または臨時に関係会社各社の管理体制を監査し、「取締役会」及び「経営会議」

に報告する。

　　⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役が内部統制システムの構築・運用等について監査するため、その職務を補助すべき使用人を置くこと

を求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査部員または必要とする各部部員を人選・配置する。

　監査役の配置下に入った使用人は、監査役の指揮下に入り、取締役の指揮命令は受けないものとする。

　　⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の

監査が実効的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、監査役が取締役会・経営会議等経営に関する会議への出席、会議議事録の入手・閲覧を可能に

し、又は監査役へ報告するものとする。議題は、（1）当社グループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項

（2）毎月の経営状況として重要な事項（3）内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項（4）重大な法

令・定款違反（5）コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容（6）その他コンプライアンス上重要

な事項（7）その他の重要な事項等を決議・報告するものとする。

　監査役は、（1）定期的または必要な都度、公認会計士・顧問弁護士等の専門家から監査業務に関する助言を

受ける機会を保証される。（2）経営の執行状況を把握するため、稟議書類等の重要な文書の閲覧し、取締役及

び使用人から説明を受けることが出来る。）

７．関連当事者との関係に関する基本方針

　当社取締役正垣泰彦の近親者が議決権の50％を直接保有している農業法人㈲白河高原農場と委託栽培契約を締結

し、同社よりレタス等の委託農産物を購入しております。

　今後も新鮮で高品質な野菜を安全にお客様にご提供するために、同社との取引を継続していくことを基本として

おります。なお、取引条件につきましては、他の契約農家と同一条件であります。

８．その他、会社の経営上の重要な事項

　今後の急速な店舗展開等の業容の拡大に対応するために、資金調達手段の多様化・安定化が必要となります。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1)当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出と堅調な設備投資によって景気回復傾向が続いたものの、後半に入っ

て増勢がやや鈍化し、雇用環境の改善も足踏みし、また天候不順の影響もあって、個人消費が予想よりも伸び悩んだ

との指摘がなされています。

　外食産業におきましては、依然として厳しい競争が続くなか、現在の技術水準のもとでは、これ以上の商品の低価

格化は、各社ともに進めようがない状態ではないかと思われます。今後は、当社が志向しておりますバーティカルな

商品開発、即ち、食材の種や肥料、飼料といった川上の過程にさかのぼる仕組みによって、よりお値打ちのニーズ商

品を作り出すことが、ますます重要になってきているものと考えております。

　このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては売上高789億76百万円（前連結会計年度比5.9%増）、

経常利益67億22百万円（前連結会計年度比49.4%増）、当期純利益35億63百万円（前連結会計年度比49.0%増）となり

ました。このように増収増益となった主な要因としては、以下のポイントがあげられます。

①国内店舗は、新規出店を23店（うち、ファストフード等の新業態が5店、退店は12店）行い、客数増加のために、

注文しやすくするためのセットメニューの導入、デザートメニューの充実、季節ごとに実施しているフォースメ

ニューの定着等を行った結果、年間来店客数が1億1562万人と記録を更新し、売上高は前連結会計年度比5.9％増

となりました。

②売上総利益率は前連結会計年度よりも0.8％ポイント低下しましたが、売上高の増加により、売上総利益は2,100

百万円増加いたしました。販売費及び一般管理費率は、特に設備費の改善と、前連結会計年度において引当金計

上した株主優待引当金繰入額が、株主数の減少に伴い、前連結会計年度比で253百万円減少したこと等により2％

ポイント減少いたしました。

③営業外収益について、ヘッジ会計の適用対象外となった通貨スワップ取引を期末で時価評価した結果、693百万円

の評価益を計上したこと。

(2)来期の見通し

　来期におきましても、基本的には当連結会計年度と同様の厳しい経営環境が続くものと思われます。従いまして、

当社といたしましては、連結売上高81,000百万円、経常利益5,900百万円、当期純利益2,800百万円を見込んでおりま

す。

２．財政状態

(1)当期の概況

＜キャッシュ・フロー計算書概要＞

 (単位：百万円)

平成17年８月期 平成18年８月期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,270 5,342 72

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,637 △930 1,706

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,358 △3,219 3,139

現金及び現金同等物の期末残高 8,340 9,481 1,140

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　前期に比べて、税金等調整前当期純利益が22億円増加したものの、退職給付金引当金11億円の減少、株主優待

引当金５億円の減少等により、53億円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　店舗出店に伴う投資支出は、前期の35店舗に対し当期は23店舗と、12店舗減少したことにより、８億円の減少

となりました。その他、長期定期預金払戻による収入10億円等の投資増減を加えた結果、前期比17億円の収入増

加となり、９億円の支出となりました。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　長期借入金の返済が前期比で43億円減少したため、前期比31億円の支出減となり、32億円の支出となりました。

（現金及び現金同等物の期末残高）
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　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期に比して11億円増加し、当期末残高は94億円となりました。

(2)来期の見通し

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　34期開店23店及び新規出店30店などにより約52億円になる見込みです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　新規出店30店、既存店の改修及びカミッサリー生産装置及び物流設備の投資等に約33億円支出する見込みです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　銀行借入金の返済約５億円と配当金の支払額約６億円で約12億円の支出になる見込みです。

（現金及び現金同等物の期末残高）

　以上の結果、現金及び現金同等物が７億円増加し、来期末残高は約101億円となる見込みです。

３．キャッシュ・フロー指標

平成17年８月期 平成18年８月期

自己資本比率（％） 75.0 82.3

時価ベースの自己資本比率（％） 120.8 155.7

債務償還年数(年) 0.6 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 121.5 363.8

（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(年)：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(倍)：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。営業

キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。

４．事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

当社グループの主格的事業であるレストラン事業については、イタリアンレストランチェーン展開をほぼ全国規模

で行っております。チェーン展開にあたっては、スクラップアンドビルド戦略をとるとともに、新店舗展開も行って

おります。文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18年８月31日）現在において当社グループが

判断したものであります。

そのために当社グループには外食産業にかかわる一般的なリスクに加えて当社固有の戦略に起因するリスクなどが

あります。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を充分認識しており、リスク発生の回避及び発生した場合の対応に

努める方針であります。

イ．当社グループの出店政策について

当社グループは1,000店舗構想を掲げており、第35期には30店舗の出店を計画しております。新規出店は、賃料、

商圏人口、競合店の状況等を総合的に勘案しますので、条件に合わない物件が出た場合には当初の計画を達成でき

なくなり、当社グループの連結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ロ．売上高の変動について

当社グループの営業収入の大半を占める外食事業は、天変地変や天候異常の影響、景気の後退や戦争テロによる

社会的混乱やオリンピック等の社会的イベント開催に伴う需要の縮小、競合店の出店や価格競争、消費者の嗜好や

市場の変化、外食事業の売上計画の未達成や出店の遅れや採用計画未達等により、当社グループの連結業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。

ハ．仕入価格の変動について

ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等、品質の安全性が問われる状況下にあり、以前にも増して安全な

食材の確保が重要になっております。
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当社グループでは、産地の分散、複数購買等により、低価格で安定的な購入に努めておりますが、上記諸事情等

により食材市況が大幅に変動した場合、仕入価格の上昇、食材の不足、円安等により、当社グループの連結業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。

ニ．生産の変動について

当社グループは、海外の工場や国内４工場において、食材を生産し、店舗への配送を行っていますが、天変地変、

食中毒や火災等によりカミッサリーが稼動不能に陥った場合は店舗への食材供給に支障をきたす恐れがあり、その

場合当社グループの連結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ホ．特有の取引慣行に基づく損害について

当社グループにおいて出店にあたっては、社内基準に基づき、出店候補地の商圏人口、交通量、競合店状況、賃

借料等種々の条件を検討したうえで、選定を行っております。

ただし、当社の出店条件に合見合う物件がなく、計画通りの出店が困難である場合や、出店後に立地環境等に変化

が生じた場合には、当社の業績に少なからず影響を受ける可能性があります。

　また、当社グループは今後の店舗出店政策において、賃貸借契約の期限前に不採算店を閉鎖することがあります。

その場合、店舗の固定資産除却損に加え、差入保証金・敷金の返還請求権を放棄することによる賃貸借解約損が生

じることがあります。

　尚、好採算店であっても、地主の方々やデベロッパー様の事情により閉店を余儀なくされる場合があり、賃貸人

の財政状況によっては保証金・敷金の回収が困難となる可能性があります。

このような事態が発生すれば、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

ヘ．特有の法規制に係るもの

　①厚生労働省は、週の所定労働時間が20時間以上、または年収65万円以上の短時間労働者に厚生年金を適用する方

向を示しております。このようにパート等短時間労働者への社会保険加入義務化の法改正が適用された場合、当

社連結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　②当社グループの外食事業は食品衛生法に準じております。当社グループが飲食店を営業するためには食品衛生管

理者を置き、厚生労働省の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。なお、食中毒

を起こした場合食品等の在庫廃棄処分、メニューの取消、一定期間の営業停止等を命じられ、当社グループの連

結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ト．自然災害リスクについて

当社グループの営業店舗や工場所在地を含む地域で大規模な地震や洪水、台風等の自然災害が発生した場合、被

災状況によっては正常な事業活動が困難となり、当社グループの連結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

チ．重要な訴訟事件等の発生に係るもの

当社グループにおいて重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来、重要な訴訟等が発生し、当

社グループに不利な判断がなされた場合には、当社グループの連結業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   8,340   9,481  1,140

２．売掛金   14   14  0

３．テナント未収入金 ※１  403   435  32

４．たな卸資産   3,721   3,980  259

５．繰延税金資産   508   17  △490

６．その他   2,988   3,876  887

７．貸倒引当金   △3   △3  0

流動資産合計   15,972 26.8  17,802 29.7 1,830

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※２        

(1) 建物及び構築物 ※３  18,123   17,548  △574

(2) 機械装置及び運搬具   3,206   3,187  △18

(3) 土地 ※３  5,374   5,388  13

(4）建設仮勘定   74   －  △74

(5）その他   841   887  46

有形固定資産合計   27,620 46.3  27,013 45.1 △607

２．無形固定資産   401 0.7  356 0.6 △44

３．投資その他の資産         

(1) 敷金・保証金   5,907   5,944  36

(2) 建設協力金   7,058   6,456  △602

(3) 繰延税金資産   475   186  △289

(4）その他   2,235   2,128  △106

(5）貸倒引当金   △19   △17  1

投資その他の資産合計   15,658 26.2  14,698 24.6 △960

固定資産合計   43,680 73.2  42,068 70.3 △1,612

資産合計   59,653 100.0  59,870 100.0 217
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   3,322   3,276  △46

２．短期借入金   600   －  △600

３．1年以内返済予定の長期
借入金

※３  2,092   482  △1,609

４．未払法人税等   1,158   1,998  839

５．繰延税金負債   －   120  120

６．賞与引当金   613   639  25

７．株主優待引当金   364   212  △151

８．その他   5,008   3,362  △1,646

流動負債合計   13,159 22.1  10,090 16.8 △3,069

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※３  482   －  △482

２．繰延税金負債   70   53  △17

３．退職給付引当金   1,082   －  △1,082

４．その他   116   460  343

固定負債合計   1,751 2.9  513 0.9 △1,238

負債合計   14,910 25.0  10,603 17.7 △4,307

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  8,612 14.4  － － △8,612

Ⅱ　資本剰余金   9,007 15.1  － － △9,007

Ⅲ　利益剰余金   26,015 43.6  － － △26,015

Ⅳ　為替換算調整勘定   1,394 2.4  － － △1,394

Ⅴ　自己株式 ※５  △287 △0.5  － － 287

資本合計   44,742 75.0  － － △44,742

負債及び資本合計   59,653 100.0  － － △59,653
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前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  － － 8,612 14.4 8,612

２．資本剰余金  － － 9,007 15.0 9,007

３．利益剰余金  － － 29,056 48.5 29,056

４．自己株式  － － △293 △0.4 △293

　　株主資本合計  － － 46,382 77.5 46,382

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．繰延ヘッジ損益 － － 1,051 1.8 1,051

２．為替換算調整勘定 － － 1,833 3.0 1,833

　　評価・換算差額等合計 － － 2,885 4.8 2,885

純資産合計 － － 49,267 82.3 49,267

負債・純資産合計 － － 59,870 100.0 59,870
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高   74,602 100.0  78,976 100.0 4,374

Ⅱ　売上原価   27,365 36.7  29,638 37.5 2,273

売上総利益   47,237 63.3  49,338 62.5 2,100

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  42,851 57.4  43,721 55.4 869

営業利益   4,385 5.9  5,616 7.1 1,231

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  104   128    

２．為替差益  －   971    

３．その他  57 162 0.2 22 1,122 1.4 960

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  45   15    

２．その他  3 48 0.1 0 16 0.0 △32

経常利益   4,498 6.0  6,722 8.5 2,224

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 0   0    

２．土地受贈益 ※３ －   53    

３．退職給付制度間移行利
益

 －   488    

４．評価減済投資有価証券
取立益

 27   －    

５．助成金収入 ※４ 104 132 0.2 － 542 0.7 409

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※５ 69   －    

２．固定資産除却損 ※６ 90   327    

３．店舗閉店損失  43   302    

４．役員退職慰労金  3 207 0.3 － 630 0.8 422

税金等調整前当期純利
益

  4,423 5.9  6,634 8.4 2,211

法人税、住民税及び事
業税

 2,194   2,919    

法人税等調整額  △162 2,032 2.7 152 3,071 3.9 1,039

当期純利益   2,391 3.2  3,563 4.5 1,171
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 　連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   9,007

Ⅱ　資本剰余金期末残高   9,007

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   24,144

Ⅱ　利益剰余金増加高    

　１．当期純利益  2,391 2,391

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  520 520

Ⅳ　利益剰余金期末残高   26,015

    

 　連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年８月31日　残高

（百万円）
8,612 9,007 26,015 △287 43,348

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △520  △520

当期純利益   3,563  3,563

自己株式の取得    △6 △6

在外連結子会社の会計基準変更

に伴う減少額
  △1  △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 3,040 △6 3,034

平成18年８月31日　残高

（百万円）
8,612 9,007 29,056 △293 46,382
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 評価・換算差額等

純資産合計繰延ヘッジ
損益

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年８月31日　残高

（百万円）
－ 1,394 1,394 44,742

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △520

当期純利益    3,563

自己株式の取得    △6

在外連結子会社の会計基準変更に

伴う減少額
   △1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
1,051 439 1,490 1,490

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
1,051 439 1,490 4,524

平成18年８月31日　残高

（百万円）
1,051 1,833 2,885 49,267
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 4,423 6,634 2,211

減価償却費  2,596 2,453 △143

貸倒引当金の増加額  18 4 △14

賞与引当金の増加額  52 25 △26

株主優待引当金の増加
額及び減少額（△）

 364 △151 △515

退職給付引当金の増加
額及び減少額（△）

 112 △1,082 △1,194

受取利息及び受取配当
金

 △104 △128 △23

支払利息  45 15 △29

為替差益  － △977 △977

評価減済投資有価証券
取立益

 △27 － 27

固定資産売却損  69 － △69

固定資産除却損  90 327 236

店舗閉店損失  43 302 259

土地受贈益  － △53 △53

売掛金の増加額  △5 △0 5

テナント未収入金の増
加額

 △9 △32 △22

たな卸資産の増加額  △129 △228 △99

その他流動資産の増加
額（△）及び減少額

 △38 159 197

買掛金の増加額及び減
少額（△）

 112 △59 △172

未払消費税等の減少額  △227 △124 102

その他流動負債の増加
額

 455 116 △339

長期前払賃借料等の減
少額

 53 74 21

その他  135 26 △109

小計  8,029 7,300 △729

利息及び配当金の受取
額

 21 59 37

利息の支払額  △43 △15 27

法人税等の支払額  △2,738 △2,002 735

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,270 5,342 72
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前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の回収に
よる収入

 27 － △27

長期定期預金預入によ
る支出

 △1,000 △1,000 －

長期定期預金払戻によ
る収入

 － 1,000 1,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 △1,897 △1,693 204

有形固定資産の売却に
よる収入

 38 1 △37

無形固定資産の取得に
よる支出

 △179 △76 102

敷金・保証金・建設協
力金の支出

 △344 △241 103

敷金・保証金・建設協
力金の回収による収入

 761 834 72

その他投資に関する収
入及び支出（△）

 △44 245 290

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,637 △930 1,706

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金による収入  4,000 5,500 1,500

短期借入金の返済によ
る支出

 △3,400 △6,100 △2,700

長期借入金の返済によ
る支出

 △6,430 △2,092 4,338

自己株式の取得による
支出

 △7 △6 1

配当金の支払額  △520 △520 0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △6,358 △3,219 3,139

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 105 △51 △156

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額及び減少額（△）

 △3,620 1,140 4,761

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 11,961 8,340 △3,620

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 8,340 9,481 1,140
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社はサイゼリヤ・オーストラ

リア（Saizeriya Australia Pty.

Ltd.）、㈱アダツアーズジャパン、上

海薩莉亜餐飲有限公司及び北京薩莉亜

餐飲管理有限公司の４社であります。

同　　左

 (2)非連結子会社はありません。 同　　左

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

上海薩莉亜餐飲有限公司及び北京薩莉亜餐

飲管理有限公司の決算日は、12月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たっては、６

月30日に仮決算を行ない、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。その他の連

結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。

同　　左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

＜時価のあるもの＞

当期末日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は部分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

定しております。）

 ─────────

 ＜時価のないもの＞

移動平均法による原価法

 ②デリバティブ

時価法

①デリバティブ

同　　左

 ③たな卸資産

店舗食材、原材料及び貯蔵品

　 　最終仕入原価法による原価法

②たな卸資産

店舗食材、原材料及び貯蔵品

同　　左

 未着店舗食材

　 　個別法による原価法

未着店舗食材

同　　左

 工場仕込品

　　 総平均法による原価法

工場仕込品

同　　左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を採

用しております。ただし、当社は平成

10年４月１日以降に取得した建物（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、建物及び構築

物15～38年、機械装置及び運搬具５～

15年であります。

在外連結子会社は、当該国の会計基準

に基づく定額法を採用しております。

①有形固定資産

同　　左

 ②無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定額法を採

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）に基づいており

ます。

②無形固定資産

同　　左
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前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、必要と認

めた額を計上しております。

①貸倒引当金

同　　左

 ②賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

②賞与引当金

同　　左

 ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計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。

なお、数理計算上の差異は、その発生

時に一括費用処理しております。

③退職給付引当金

──────

　(追加情報）

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、

平成18年４月に退職一時金制度を廃止

し、確定拠出年金制度に移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。

これに伴い発生した数理計算上の差異

を一括費用処理するとともに、退職給

付制度間移行利益488百万円を特別利

益に計上しております。

 ④株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の

発生に備えるため、株主優待券の利用

実績に基づいて、翌連結会計年度以降

に発生すると見込まれる額を計上して

おります。

　(追加情報）

株主優待費は、従来、優待券利用時に

販売費及び一般管理費として処理をし

ておりましたが、株主数の増加に伴い

株主優待券の発行数が増加したこと、

及び、利用実績率の把握が可能となっ

たことから、当連結会計年度末より、

翌連結会計年度以降に発生すると見込

まれる株主優待費の額を株主優待引当

金として計上することといたしまし

た。

この結果、従来の方法によった場合と

比較して、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が364百万円少

なく計上されております。

④株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の

発生に備えるため、株主優待券の利用

実績に基づいて、翌連結会計年度以降

に発生すると見込まれる額を計上して

おります。
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前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

(4）重要な外貨建資産及び

負債の本邦通貨への換

算基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、連結会計年

度末日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債は、連結会計年

度末日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

当社及び国内連結子会社はリース物件の所

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。

在外連結子会社については、主として通常

の売買処理に準じた会計処理によっており

ます。

同　　左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、為替予約等が付されている外貨

建金銭債権債務等については、振当処

理を行っております。

また、要件を満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を行っております。

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＞

②ヘッジ手段とヘッジ対象

＜ヘッジ手段＞

 １．通貨関連：為替予約、通貨ス

ワップ及び外貨預金

１．通貨関連：同　　左

 ２．金利関連：金利スワップ ２．金利関連：同　　左

 ＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：外貨建予定取引

２．金利関連：借入金

＜ヘッジ対象＞

１．通貨関連：同　　左

２．金利関連：同　　左

 ③ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為替変動リ

スク及び金利変動リスクを回避するこ

とを目的としており、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ヘッジ有効性の評価方法

１．通貨関連：為替相場の変動による

キャッシュ・フロー総

額についての比率分析

を行っております。

④ヘッジ有効性の評価方法

１．通貨関連：同　　左

 ２．金利関連：金利スワップの特例処

理を採用しているため、

ヘッジ有効性の判定は

省略しております。

２．金利関連：同　　左

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同　　左

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

利益処分項目等の取扱いは、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理を基礎

として連結決算を行う方法によっておりま

す。

─────
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前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・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、要

求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日又は償還日の到来する流動性の高い、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短期的な

投資からなります。

同　　左

－ 21 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 ────── 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

なお、これに伴う減損損失は認識しておりません。

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 ────── 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）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48,215百

万円であります。

 また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 このため、前連結会計年度において負債の部に表示して

おりました繰延ヘッジ利益は、当連結会計年度から税効果

調整後の金額を「評価・換算差額等」の内訳科目の「繰延

ヘッジ損益」として表示しております。

なお、前連結会計年度の繰延ヘッジ利益について、当連

結会計年度と同様の方法によった場合の金額は932百万円

であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１．テナント未収入金

ショッピングセンター及び百貨店等にテナントとし

て出店している店舗の売上金入金額から相殺すべき賃

借料、水道光熱費及び諸経費を差し引いたショッピン

グセンター及び百貨店等に対する未収入金であります。

※１．テナント未収入金

同　　左

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　12,655百万円 　　　　　　　　　　　　　　　   14,506百万円

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

建物及び構築物        705百万円

土　　　　　地          1,162

計 1,868

土　　　　　地 123百万円

  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予

定の長期借入金
 242百万円

長期借入金        58

計 300

１年以内返済予

定の長期借入金
           58百万円

  

※４．発行済株式総数 ※４．──────────────

普通株式　　　　　　　　　　　　 52,272,342株  

※５．自己株式の保有数 ※５．──────────────

普通株式　　　　　　　　　　　　　  226,073株  

６．偶発債務

従業員の銀行からの社員ローン残高0百万円に対し

て債務保証を行っております。

６．偶発債務

上海薩莉亜餐飲有限公司の銀行からの借入金73百万

円（500万元）に対して債務保証を行っております。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は

次のとおりであります。

 （百万円）

従業員給与・賞与 15,545

退職給付引当金繰入額 130

賞与引当金繰入額 584

貸倒引当金繰入額 18

株主優待引当金繰入額 364

減価償却費 1,541

賃借料 12,824

水道光熱費 3,295

 （百万円）

従業員給与・賞与 16,614

退職給付引当金繰入額 107

賞与引当金繰入額 606

貸倒引当金繰入額 4

株主優待引当金繰入額 111

減価償却費 1,493

賃借料 12,763

水道光熱費 3,464

※２．固定資産売却益の内容は、子会社における機械装置

及び運搬具の売却によるものであります。

※２．固定資産売却益の内容は、子会社における機械装置

及び運搬具の売却によるものであります。

※３．────────────── ※３．土地受贈益の内容は、連結子会社であるサイゼリ

ヤ・オーストラリアとビクトリア州メルトン市との契

約で定められた雇用人数に関する基準を満たしたこと

による工場用地の無償提供に係るものであります。

※４．助成金収入は連結子会社であるサイゼリヤ・オース

トラリアとビクトリア州との契約で定められた設備投

資額と雇用人数に関する基準を満たしたことによる助

成金に係るものであります。

※４．──────────────

※５．固定資産売却損の内容は、土地の売却によるもので

あります。

※５．──────────────

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

建物及び構築物       81百万円

その他    　9

計 90

建物及び構築物             241百万円

その他        85  

計 327
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
（千株）

増加（千株） 減少（千株）
当連結会計年度末

（千株）

発行済株式

普通株式 52,272 － － 52,272

合計 52,272 － － 52,272

自己株式

普通株式 226 3 － 230

合計 226 3 － 230

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ２．新株予約権に関する事項

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオ

プション）発行決議の日
平成12年11月24日

新株引受権の数 －

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株引受権の目的となる株式の数 21,970株 

新株引受権の発行価額 無償 

新株引受権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

発行価格　  3,950円 

資本組入額  1,976円

 ３．剰余金の配当に関する事項

 （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11月29日

定時株主総会
普通株式 520,462 10 平成17年８月31日 平成17年11月30日

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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18年11月24日

定時株主総会
普通株式 676,550 13 平成18年８月31日 平成18年11月24日

 （注）上記（2）の配当金の総額は、当定時株主総会において決議予定の金額であります。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定  8,340百万円

現金及び現金同等物  8,340

現金及び預金勘定 　9,481百万円

現金及び現金同等物   9,481 
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

百万円

機械装置及び運

搬具
1,481 646 834

その他(器具及び

備品)
7,144 4,672 2,471

 8,625 5,318 3,306

取得価額相

当額

減価償却累

計額相当額

期末残高相

当額

百万円

機械装置及び運

搬具
1,481 886 594

その他(器具及び

備品)
4,147 2,719 1,427

 5,628 3,605 2,022

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 　　　  1,542百万円

１年超 　　　  1,853

　合計 　　　  3,395

１年内 　　　    956百万円

１年超 　　　  1,129　   

　合計 　　　  2,086   

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 　　　  1,898百万円

減価償却費相当額 　　　  1,794

支払利息相当額 　　　   95

支払リース料 　　　  1,626百万円

減価償却費相当額 　　　  1,532    

支払利息相当額 　　　   69     

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

（有価証券関係）

有価証券

１．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 前連結会計年度
 （自　平成16年９月１日

 　　至　平成17年８月31日）

 当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

 　　至　平成18年８月31日）

 売却額（百万円）
 売却益の合計額

（百万円）
 売却損の合計額

（百万円）
 売却額（百万円）

 売却益の合計額
（百万円）

 売却損の合計額
（百万円）

1,000 － － － － －

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 　　　　　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引等、金利関連で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、将来の為替、金利の変動による

リスク回避を目的として利用しており、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、通貨関連では外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を

図る目的で、また金利関連では将来の金利変動リスク

を回避する目的で利用しております。 

(3）取引の利用目的

同　　左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ております。なお、これらの取引の契約先は信用度の

高い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行

によるリスクはほとんどないと認識しております。

(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規則に従い、財務部が

決裁権限者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制

同　　左
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）

（1）通貨関連

通貨取引は全てヘッジ会計が適用されているため、開示の対象となるものはありません。

（2）金利関連

金利スワップ取引は全てヘッジ会計が適用されているため、開示の対象となるものはありません。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

（1）通貨関連

区分 種類

当連結会計年度（平成18年８月31日）

契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外

の取引

通貨スワップ

買建
    

 オーストラリアドル 14,350 － 14,841 491

　ユーロ 1,399 － 1,601 201

合計 15,750 － 16,443 693

　（注）１．時価の算定方法

            期末の時価は先物相場を使用しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引は除いております。

（2）金利関連

金利スワップ取引は全てヘッジ会計が適用されているため、開示の対象となるものはありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、調整年金制度として外食産業ジェフ

厚生年金基金に加入しております。

当該厚生年金基金は、総合設立型の厚生年金基金であり、退職給付会計実務指針第33項の例外処理を行う制度

であります。同基金の年金資産残高のうち当社の加入人員割合に基づく期末の年金資産残高については前連結会

計年度は3,859百万円、当連結会計年度は4,800百万円であります。

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年４月に退職一時金制度を廃止し、確定拠出年金制度に移行し

ました。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日現在）
当連結会計年度

（平成18年８月31日現在）

(1)退職給付債務（百万円）     1,082     －  

(2)未認識数理計算上の差異

（百万円）
  －   －  

(3)退職給付引当金（百万円）     1,082     －  

       

（注）退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う確定拠出年金制度への資産移管額689百万円は、４年間で移管

する予定であります。なお、当連結会計年度末における未移管額514百万円は、未払金（流動負債の「その他」）及

び長期未払金（固定負債の「その他」）に含めて計上しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(1)勤務費用（百万円）  152       87  

(2)利息費用（百万円）  24     15  

(3)数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
 △36        10  

　小計（百万円）  140      114  

(4)年金基金掛金要拠出額（百万円）  264      292  

(5)退職給付費用（百万円）  405     406  

       

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日現在）
当連結会計年度

（平成18年８月31日現在）

(1)割引率（%）  2.50  2.50

(2)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(3)数理計算上の差異の処理年数（年） １年 １年
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

(1）流動項目  

繰延税金資産  

賞与引当金     248百万円

株主優待引当金 147

その他 175

繰延税金資産合計 571

繰延税金負債との相殺 △63

繰延税金資産の純額 508百万円

  

  

繰延税金負債  

前払租税公課 63百万円

繰延税金負債合計 63

繰延税金資産との相殺 △63

繰延税金負債の純額     －百万円

  

  

  

(2）固定項目  

繰延税金資産  

退職給付引当金     431百万円

投資有価証券評価損 23

繰越欠損金 45

その他 36

繰延税金資産小計 537

評価性引当額 △45

繰延税金資産合計 492

繰延税金負債との相殺 △16

繰延税金資産の純額     475百万円

  

繰延税金負債  

特別償却準備金 8百万円

土地受贈益 26

減価償却費 50

その他 0

繰延税金負債合計 86

繰延税金資産との相殺 △16

繰延税金負債の純額    70百万円

(1）流動項目  

繰延税金資産  

賞与引当金 258百万円

株主優待引当金 34

その他 389

繰延税金資産合計 682

繰延税金負債との相殺 △664

繰延税金資産の純額 17百万円

  

  

繰延税金負債  

前払租税公課 59百万円

繰延ヘッジ損益 715

その他 10

繰延税金負債合計 785

繰延税金資産との相殺 △664

繰延税金負債の純額     120百万円

  

(2）固定項目  

繰延税金資産  

長期未払金       138百万円

投資有価証券評価損 23

繰越欠損金 41

その他 36

繰延税金資産小計 240

評価性引当額 △41

繰延税金資産合計 198

繰延税金負債との相殺 △11

繰延税金資産の純額       186百万円

  

繰延税金負債  

減価償却費 64百万円

その他 0

繰延税金負債合計 65

繰延税金資産との相殺 △11

繰延税金負債の純額      53百万円
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前連結会計年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

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

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 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
0.8

住民税均等割 5.4

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
45.9％

法定実効税率     40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入

されない項目
1.9

住民税均等割 4.0

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
46.3％

－ 31 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年９月１

日　至　平成18年８月31日）において当社グループは主としてイタリアンレストランサイゼリヤで扱う食材の製

造直販業として、同一セグメントに属する肉製品及びソース類等の製造、加工、販売を行っており、当該事業に

属する売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）  

日本
（百万円）

豪州
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 78,346 － 630 78,976 － 78,976

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 3,829 － 3,829 △3,829 －

計 78,346 3,829 630 82,806 △3,829 78,976

営業費用 70,661 3,682 622 74,965 △1,605 73,360

営業利益 7,685 147 8 7,841 △2,224 5,616

Ⅱ　資産 43,347 4,666 531 48,545 11,325 59,870

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,213百万円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、11,622百万円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金、長期性預金）及び管理部門に係る資産であります。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年９月１

日　至　平成18年８月31日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を

省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の関
係

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

社等

農業法人

㈲白河高

原農場

福島県西

白河郡西

郷村

3

農産物の

生産、加

工及び販

売

なし なし

当社と委託

栽培契約を

締結してお

り、当社へ

の販売を主

たる業務と

している。

委託農産

物の購入
343 買掛金 27

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引の決定方針等

　　　　 取引条件は、他の契約農家と同一条件であります。

　　　　３．農業法人㈲白河高原農場は、当社取締役正垣泰彦の近親者が議決権の50％を直接所有しております。

正垣泰彦が営業資金の貸付けを行っていることから、関連当事者としての情報開示を行っております。

 

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上の関
係

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

社等

農業法人

㈲白河高

原農場

福島県西

白河郡西

郷村

3

農産物の

生産、加

工及び販

売

なし なし

当社と委託

栽培契約を

締結してお

り、当社へ

の販売を主

たる業務と

している。

委託農産

物の購入
190 買掛金 16 

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引の決定方針等

　　　　 取引条件は、他の契約農家と同一条件であります。

　　　　３．農業法人㈲白河高原農場は、当社取締役正垣泰彦の近親者が議決権の50％を直接所有しております。

正垣泰彦が営業資金の貸付けを行っていることから、関連当事者としての情報開示を行っております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額       859.67円

１株当たり当期純利益      45.95円

１株当たり純資産額       946.68円

１株当たり当期純利益        68.46円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

同　　　左

 （追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る期末の純資産

額に含めております。

　なお、前連結会計年度に係る連結財務諸表において採用

していた方法により算定した当連結会計年度の１株当たり

純資産額は926.47円であります。

（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

当期純利益（百万円） 2,391 3,563

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,391 3,563

期中平均株式数（株） 52,048,119 52,044,175

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

旧商法に基づく新株引受権26,364株。旧商法に基づく新株引受権21,970株。

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

１．生産実績

事業部門の名称 内訳
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

外食事業（百万円）

吉川工場 2,125 2,767 130.2

神奈川工場 2,457 2,966 120.7

福島工場 1,726 1,693 98.1

兵庫工場 2,097 2,277 108.6

Saizeriya 

Australia

Pty. Ltd.

3,066 3,546 115.7

合計（百万円） 11,473 13,251 115.5

（注）金額は製造原価によっております。

２．受注実績

　当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

３．仕入実績

事業部門の名称
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

外食事業（百万円） 15,804 16,203 102.5

その他（百万円） 317 334 105.5

合計（百万円） 16,121 16,538 102.6

４．販売実績

事業部門の名称
前連結会計年度

（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

前年同期比（％）

外食事業（百万円） 74,259 78,616 105.9

その他（百万円） 342 360 105.3

合計（百万円） 74,602 78,976 105.9
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５．地区別売上高

  

地区別

前連結会計年度
（自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％

北海道・東北地区 2,302 3.1 2,396 3.1

北関東地区 4,806 6.5 4,881 6.2

首都圏地区 42,539 57.3 45,222 57.5

国内 甲信越地区 3,733 5.0 3,868 4.9

東海地区 9,541 12.9 10,115 12.9

近畿地区 10,500 14.1 10,865 13.8

中国地区 587 0.8 635 0.8

小計（百万円） 74,011 99.7 77,985 99.2

海外 中国（上海市） 248 0.3 630 0.8

小計（百万円） 248 0.3 630 0.8

合計（百万円） 74,259 100.0 78,616 100.0

（注）上記金額は、外食事業の売上高のみであり、その他事業の売上高を含めておりません。
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