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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 
 

当社は、本日、平成 18 年 11 月 16 日に、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。 

今後とも、なお一層ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

  なお、添付資料は平成 18 年 11 月 2 日に公表済みの資料です。 
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平成18年９月期 決算短信（非連結） 平成18年11月２日

上場会社名 株式会社ダイナック 上場取引所　　　大阪証券取引所ヘラクレス市場

コード番号 2675 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.dynac.co.jp）

代表者　　　　　役職名 代表取締役社長 氏名　高原　洋

問合せ先責任者　役職名 常務取締役管理本部長 氏名　鎌田　稔 ＴＥＬ　　（03）3341－4216

決算取締役会開催日 平成18年11月２日 配当金支払開始予定日 平成18年12月25日

定時株主総会開催日 平成18年12月22日 単元株制度採用の有無 有（１単元100株）

親会社等の名称 サントリー株式会社ほか１社（コード番号：－） 親会社等における当社の議決権所有比率　65.2％

１．18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満は切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 39,502 (3.3) 1,306 (△4.5) 1,257 (△7.8)

17年９月期 38,236 (－) 1,367 (－) 1,363 (－)

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９月期 333 (△28.0) 47.40 － 7.6 6.4 3.2

17年９月期 463 (－) 59.55 － 11.2 6.9 3.6

（注）①持分法投資損益 18年９月期 －百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月期 7,032,960株 17年９月期 7,032,974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９月期は平成16年９月期が決算期の変更により９ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載

しておりません。

(2）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

18年９月期 19,676 4,474 22.7 636.17

17年９月期 19,764 4,302 21.8 605.43

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 7,032,960株 17年９月期 7,032,960株

②期末自己株式数 18年９月期 40株 17年９月期 40株

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月期 2,616 △918 △1,539 384

17年９月期 2,075 △1,357 △586 226

２．19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30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 19,700 600 130

通期 40,000 1,300 400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　56円88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
（％）中間期末 期末 年間

17年９月期 6.00 11.00 17.00 119 28.5 2.9

18年９月期 6.00 6.00 12.00 84 25.3 1.9

19年９月期（予想） 7.50 7.50 15.00    

※上記業績予想に関する事項については、添付資料の９ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社は、サントリーグループの一員として、各種業態の飲食店の経営を主な事業としており、グループ内では、親会社

であるサントリー株式会社と事業上の関連を有しております。

　なお、サントリー株式会社は寿不動産株式会社（議決権比率89.3％）の子会社であるため、寿不動産株式会社もまた当

社の親会社であります。

　当社と寿不動産株式会社との事業上の関係はありません。

　親会社のサントリー株式会社は、食品・酒類の製造及び販売、さらにその他の事業活動を行っており、当社はその製品・

商品を販売店を通じて仕入、顧客に販売しております。

　なお、当社は親会社のサントリー株式会社が所有・賃借している不動産を店舗として一部賃借しております。

　以上述べた事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　企業理念――『食の楽しさをダイナミックにクリエイトする　それが私たちの仕事です。』

　企業理念にあるように、食を通して楽しい時空間を提供することで、潤いのある生活に貢献することが当社のミッショ

ンです。時代とともに、いつもお客様にとって魅力ある業態を提案できる企業を目指しております。

　また、当社は多業態経営の持つ市場の変化に強い面を保ちつつ、攻めと守りに焦点を絞り、収益力の向上に取り組ん

でまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、安定的な配当の維持と、将来に備えた内部留保の充実を念頭に置いて利益配分を行ってまいります。配当に

つきましては、具体的に配当性向30％を目途とし、上下10％程度の幅の中で決めて行きたいと考えております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針

　当社は、投資単位の引下げを通じて当社株式の流動性の向上を図り、一般投資家による売買の増加を促進することが

重要な課題であるとの認識のもと、平成16年７月20日開催の取締役会において、平成16年10月１日付をもって１単元の

株式の数を1,000株から100株に変更を行うことを決議し、実施しております。

(4）目標とする経営指標

　経営指標としては、売上高経常利益率10％と、自己資本利益率20％を目標にして行きたいと考えております。

(5）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　競争力があり収益率の高い業態の積極的な新規出店及び業態転換を図るとともに、コストの見直しと売上生産性の向

上を図り、収益力の向上を第一目標として取り組んでまいります。

　成長が見込める業態への戦力の重点投資により大きな柱に育てる「メガ・ブランド」の構築を図るとともに、次代に

盛業を見込める新たな柱となる新業態を開発し、リスクの分散を可能とする多業態戦略により、継続的な成長に取り組

んでまいります。

　そして、多業態の強みを活かした固定ファン作り「倶楽部ダイナック」を通じて『ダイナック』ブランドを訴求し、

競争力を強化してまいります。

(6）親会社等に関する事項

１．親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所
等

サントリー株式会社 親会社 65.2 なし

寿不動産株式会社 親会社
65.2

(65.2)
なし

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数である。

２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商
号又は名称

サントリー株式会社

その理由 直接の親会社であるため
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３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は、親会社であるサントリー株式会社外食事業の中核的存在にありますが、当社の経営方針や事業活動・経営

判断については、当社取締役会の判断で決定する等、上場会社として独立性をもって経営しております。

　従いまして、サントリー株式会社との間で、監査役の招聘、従業員の出向受入れ、店舗設備の賃借取引があります

が、いずれも企業運営に与える影響は軽微であります。

（役員の兼務状況）

役職 氏名 親会社等での役職 就任理由

 非常勤監査役  滝本　規明  サントリー株式会社　経営顧問  監査体制充実のため当社から就任を依頼

 非常勤監査役  別所　栄一  サントリー株式会社　グループ監査部長  監査体制充実のため当社から就任を依頼

 （注）当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社との兼務役員は当該２名のみとなっております。

 （出向者の受入れ状況）

部署名 人数 出向元の親会社等 出向受入れ理由

 市場開発部  １名  親会社　サントリー株式会社  市場開発部部門強化のため当社から依頼

 管理本部  １名  親会社　サントリー株式会社  管理本部部門強化のため当社から依頼

 （注）１.平成18年９月30日現在の従業員数は1,024名であります。

 ２.市場開発部の１名は平成18年10月１日付で、ゴルフクラブレストラン東部営業部に異動しております。

４．親会社等との取引に関する事項

　重要な取引については本文37ページ「関連当事者との取引」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の概況

（全般的概況）

　当期における我が国経済は、企業収益改善による設備投資の増加・雇用情勢の改善で、景気は企業主導で連続し拡大

する基調にありますが、所得や個人消費の回復に至ってない状況にあります。

　外食業界におきましては、全体として回復基調にあるものの、パブレストラン・居酒屋業態の既存店売上の減少が続

くという厳しい状況が継続しております。

　このような環境のもと、当社は前期に引き続き中期計画に掲げる「継続的成長」と「収益拡大」の実現のため、戦略

業態及びゴルフ場レストランを中心とする出店に取り組んでおります。

　成長への取り組みとして当期の出店は、「咲くら」、「ローズ＆クラウン」など戦略業態10店、ゴルフ場レストラン

10店、その他３店の計23店を出店するとともに、イタリアンレストラン３店を戦略業態パパミラノに、１店を新業態に

リニューアルし業態の集約化を図ってまいりました。

　収益改善の取り組みとしましては、購買面で仕入先集約化を一層進めることにより東西物流の効率アップと仕入価格

の見直しを行い、物流・購買コスト低減に努めております。

　また、店舗におけるメニューやホームページを通じ「生産者表示」や「安心・安全な食」の情報提供に努めたことが

高く評価され、平成18年６月に農林水産省選出の第14回優良フードサービス事業者として農林水産大臣賞を受賞してお

ります。

　また、ブランド力強化のため、平成17年10月より「ブランドマネージャー制」を導入、店長までの指揮命令系統を簡

素化することで役割と責任の明確化と業務のスピード化を図りました。また、新任店長・調理長の研修育成店舗を設け、

共に着実な成果を上げております。

　その他環境問題では、大阪支社でのISO14001取得や食品リサイクル法施行に対応した生ゴミ削減とリサイクル活動に

取り組んでまいりました。

　当期における店舗数は23店を出店する一方、18店を閉店いたしましたので、当期末における店舗数は５店増の283店と

なりました。

　当期の業績は、記録的に発生した年末・年始の豪雪・６～７月の長梅雨による既存店を中心とした売上の減少・出店

が計画を下回ったための売上減を、昨年来の出店による売上増でカバーし売上高は39,502百万円（前期比3.3％増）の増

収となりました。

　経常利益は、既存店売上減による利益減が大きく、人件費コスト負担増を併せた利益減を、購買コスト引下げや販促

費効率化等でカバーすべく努めましたが、1,257百万円（前期比7.8％減）と不本意な結果に終りました。

　当期純利益は経常利益減と、店舗撤退損失の負担が大きく333百万円（前期比28.0％減）となりました。

　なお、店舗撤退損失には次期に計画しております閉店店舗の減損損失205百万円が含まれております。

（部門別概況）

　レストラン・バー事業は、戦略８業態で「咲くら」４店、「ローズ＆クラウン」３店、「鳥どり」、「パパミラノ」、

「八かく庵」各１店の計10店と、好評の「ＷＡＺＡ」を東京・大阪に各１店、及び広島県世羅町「せら夢公園」内に「せ

らワイナリーレストラン」を出店、更に「ゴルフ場レストラン」10店を加え合計23店を出店いたしました。

　また、18店を閉店、既存店３店を「パパミラノ」に１店を「新業態」へリニューアルし、「鳥どり丸の内店」を増床

いたしました。

　当期の業績は、売上高は全般的概況でご報告いたしました要因により、36,619百万円（前期比3.5％増）、売上総利益

は既存店売上減と人件費コスト負担増による利益減を購買コスト引下げ等でカバーできず、4,600百万円（前期比6.3％

減）となりました。

　ケータリング事業は、利益率が低い小口取引化が一層進む中、新規開拓により件数増に努めましたが、売上高は752百

万円（前期比4.2％減）となり、売上総利益は売上減と利益率低下で79百万円（前期比25.4％減）となりました。

　その他の事業は、三木サービスエリア等のバス団体誘致の営業努力により、売上高は2,130百万円（前期比2.8％増）、

売上総利益は247百万円（前期比21.9％増）となりました。

　また、上記金額は消費税等を含んでおりません。
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(2）財政状態

１．資産等の概況

　①当期末の資産の部合計は、19,676百万円（前期末比88百万円減）となりました。

流動資産は3,057百万円（前期末比283百万円増）であり増加の主なものは、現金及び預金157百万円であります。

　固定資産は16,618百万円（前期末比371百万円減）であり減少の主なものは、減損損失308百万円計上による減少

であります。

　②当期末の負債の部合計は、15,202百万円（前期末比260百万円減）となりました。

　流動負債は9,216百万円（前期末比1,415百万円減）、固定負債は5,985百万円（前期末比1,155百万円増）であり

主なものは買掛金及び未払費用の827百万円の増加で、これは期末日が休日であり支払日が翌月になったことによる

ものです。未払金152百万円の増加は未払工事代金が主なものです。また、借入金については1,420百万円減少し

7,990百万円となりました。

　③当期末の純資産の合計は、4,474百万円（前期末比171百万円増）となりました。

　主なものは利益剰余金169百万円の増加であります。

　この結果、純資産比率は前期末より0.9％上昇し22.7％となりました。

２．キャッシュ・フローの状況

　当期におけるキャッシュ・フローは、期末が休日のために買掛金等の支払いが次期に繰延べられたもの823百万円を

含む営業活動によるキャッシュ・フロー収入と敷金・保証金の回収による収入が設備投資支出を上回ったため有利子

負債は1,420百万円減少しております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られた資金は、前期に比べ540百万円増加し2,616百万円（前年比26.1％増）となりました。こ

れは当期買掛金等の支払繰延べ823百万円の収入増と法人税等の支出が239百万円増加したことが主なものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、前期に比べ439百万円減少し△918百万円（前期比32.3％減）となりました。これ

は設備・保証金の支出が1,210百万円と前期に比べ937百万円減少し、一方敷金・保証金の回収351百万円と前期に比べ

408百万円減少したことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、前期に比べ953百万円増加し△1,539百万円（前期比162.7％増）となりました。

これは借入金返済の支出が1,420百万円と前期に比べ960百万円増加したことが主なものです。

　この結果、現金及び現金同等物は前期に比べ157百万円増加し当期末残高は384百万円となりました。

　なお、当社キャッシュ・フローの指標のトレンドは、下記のとおりです。

第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

自己資本比率（％） 15.9 20.2 20.4 21.8 22.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
19.0 24.4 39.8 49.8 53.9

債務償還年数（年） 5.2 3.2 39.8 4.5 3.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
11.1 14.8 3.2 17.5 36.0

　（注）１．①　自己資本比率：自己資本／総資産

②　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

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

　（注）２．①　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

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。
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(3）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼすリスクには、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

　１.親会社グループとの関係について

　　　当社は親会社であるサントリー株式会社（平成18年９月30日現在、当社発行済株式総数の65.2％を所有）を中心

とする企業グループの一員であります。

　　　なお、サントリー株式会社は寿不動産株式会社の子会社であるため、寿不動産株式会社もまた当社の親会社に該

当します。

①親会社の外食グループ会社との関係について

　サントリーグループは平成17年12月31日現在174社（親会社２社・子会社140社・関連会社32社）で構成され、食

品・酒類の製造及び販売、さらにその他の事業活動を行っております。

　当社はこの中の、その他の事業分野で外食事業を行っており、サントリーグループの擁する外食グループ他６社

とは、以下に示す事業内容の通り、運営形態が異なり当社との直接の競合はございません。

会社名 事業内容

ファーストキッチン株式会社 ハンバーガー店の展開

日本サブウェイ株式会社 サンドイッチチェーンの展開

株式会社プロントコーポレーション
昼型（カフェ業態）・夜型（カフェバー業態）の２毛作飲

食店の展開

株式会社ミュープランニング＆オペレーターズ
飲食店の企画・設計・総合コンサルティング（飲食ノウハ

ウの蓄積のために飲食店も経営）

株式会社エイチビーアイ 外食企業のフランチャイズビジネス展開の支援

株式会社レストランサントリーコンサルタンツ 海外における飲食店の経営及びコンサルティング

②取引関係について

　サントリーグループは、食品・酒類の製造及び販売、さらにその他の事業活動を行っており、当社はその製品・商

品を販売店を通じて仕入、顧客に販売しております。また、当社はサントリー株式会社の所有・賃借している不動産

を店舗として一部賃借しております。取引関係は「関連当事者との取引」参照

③人的関係について

　平成18年９月30日現在、当社の監査役２名はサントリー株式会社の経営顧問とサントリー株式会社のグループ監査

部長を兼務しており、これは当社の監査体制強化を図ることを目的として招聘したものであります。

　また、現在従業員のうち２名の出向者を受入れておりますが、事業の拡大に伴い業務を一時的に強化するため出向

者を受入れたもので、経営上の重要な意思決定に大きく影響を与える職位・職務に任命しておりません。なお当社は

定期採用・中途採用により人材確保に努めており、今後必要とする人材は独自の採用活動により確保していく方針で

あります。

２.ゴルフ場等への差入保証金について

　当社は、ゴルフ場レストランの受託契約に際し、一部のゴルフ場に保証金の差入れを行っており、また都市型レス

トランでは店舗出店に際し、デベロッパー（賃貸人）に賃借契約にかかる保証金・敷金を差入れております。

　ゴルフ場レストランの新規契約については、第58期（平成14年12月期）より保証金の差入れは行わないことを原則

としてリスク回避を行っておりますが、第58期以前に契約を締結したゴルフ場や店舗で貸倒懸念が発生しており、個

別に回収可能性を勘案して貸倒引当金を計上し対応しております。

　これらゴルフ場やデベロッパーで予想外の経営破綻が発生した場合、貸倒損の発生により当社の業績は影響を受け

る可能性があります。
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３．出店について

　当社は、戦略業態である「響」・「燦」、「鳥どり」、「パパミラノ」、「ローズ＆クラウン」等のメガ・ブラン

ド化に向け、首都圏・近畿圏を中心とした出店を行うとともに、ゴルフ場レストランでは全国ゴルフ場１割のシェア

獲得に向け第63期（平成19年９月期）に14店の出店を計画し、今後も競争力があり収益率の高い業態の出店を更に加

速させて行く方向にあります。

　出店につきましては、店舗の収益性を最重要視し、社内基準に基づき、出店の候補地、賃借料等の種々の条件を十

分に調査、勘案のうえ決定しております。

　従いまして、当社の出店条件を満たす物件がなく、計画どおり予定地を確保することができない場合や、出店後、

周辺の環境等に変化が生じた場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

４．天候要因について

　当社は、ドミナント戦略による経営効率追求のため都市型レストランが首都圏・近畿圏に集中しており、一方80店

のゴルフ場レストランを北海道地区を除く全国各地で受託経営しております。

　首都圏・近畿圏などで台風や地震などの自然災害や異常気象が発生した場合の都市型レストラン営業への影響や、

降雪・長雨等の異常気象にともなう休業・来場者数の減少は、ゴルフ場レストラン売上に影響するため、当社の業績

は影響を受ける可能性があります。

５．仕入の変動要因について

　ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延などの影響により消費者の「食の安全・安心」に対する関心が高まっ

てきております。当社では産地の分散、複数購買等安定的な購入に努めておりますが、単価の高騰、食材不足があっ

た場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。

　また農作物につきましては、天候などにより不作となった場合、原材料の調達難や仕入価格の上昇などにより、当

社の業績は影響を受ける可能性があります。

６.人材の確保について

 当社は、今後出店を加速する中で、適切な人財の確保が必要と考えております。そのため、新卒者の採用を積極的に

行い、人財の確保に努めるとともに即戦力化に向け店長・調理長候補者に対する研修店舗を定め、ＯＪＴ教育に取り組

んでまいります。

 しかしながら、店舗の拡大にともなう人財の適時確保ができない場合は、当社の業績は影響を受ける可能性がありま

す。

７.食品の安全管理について

当社は、本社・支社に衛生検査室を設け、仕入食材の検査・店舗衛生管理のチェック・従業員への教育・指導を行

い品質管理、衛生管理を徹底しておりますが、万一食中毒などの衛生問題が生した場合、企業イメージの失墜等によ

り当社の業績は影響を受ける可能性があります。

８.社会保険適用基準の拡大について

短時間労働者に対する社会保険基準の拡大が、厚生労働省において検討されております。当社においては、多くの

短時間労働者を雇用しているため、社会保険の適用基準が拡大した場合、社会保険料の負担額増加により、当社の業

績は影響を受ける可能性があります。

９.個人情報の取り扱いについて

当社は、販売促進のため「倶楽部ダイナック」（顧客会員カード）等通じて大量のお客様情報を取り扱っておりま

す。

顧客情報の取り扱いにつきましては、「個人情報に関する規定」を制定し、厳重な管理取り扱いを社内に徹底する

とともに、信頼性の高い外部委託先を選定し一元管理しておりますが、万一顧客情報が漏洩した場合は、損害賠償問

題の発生や信用の低下などにより、当社の業績は影響を受ける可能性があります。
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10.固定資産の減損について

不採算店については、かねてより撤退等整理を進めてまいりましたが、当社の資産の一部が減損対象となり、当社

の業績は影響を受ける可能性があります。

11.金利変動について

当社は、これまで店舗の設備投資に要する資金を主に金融機関からの借入により調達しているため、平成18年９月

末の有利子負債の総資産割合が41％となっております。

当面の店舗設備投資等の資金はキャッシュ・フローの範囲内に止まる見通しにあること及び借入金の1/2程度を５年

長期の固定金利による借入とすることで、金利の上昇による当社業績影響の軽減化を図っております。

(4）次期の見通し

　景気が拡大基調にある中、外食業界では全体で回復の傾向があるものの、パブレストラン・居酒屋業態で消費回復の

遅れ、店舗増による競争激化や家賃・人件費の上昇、人材の確保等、厳しい環境が依然続くものと予測されます。

　当社はこのような環境のもと、前期に利益前年割れと出店未達成に終わった結果を踏まえ、当期は中期経営方針に掲

げる「出店力の強化」、「収益力の強化」に向け経営を大胆に変革する年と考えており以下の諸政策に取り組んでまい

ります。

　１．出店力強化への取り組み

　当面目標として、「店舗数50店」または「売上50億円」の業態を事業の柱として育ててまいります。

展開業態の絞込み

　出店業態は、戦略８業態のうち特に収益力が高い業態から、高付加価値業態の「響・燦」、出店力の高い「鳥ど

り」、「パパミラノ」、「ローズ＆クラウン」の４業態を中心に展開いたします。

出店力の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　

　各業態の持つ強みをベースに、競争力ある商品開発、人・資金の効率的投資に向けた、オペレーション・内装設備

の見直し等を図り出店力強化に取り組みます。

　２．収益力の強化

　平成18年10月１日に商品・技術開発部を本部に昇格、各営業本部にあった調理技術者を組織下に置き、商品開発

力の強化、原価・人件費の管理徹底を図ることとしています。

　また、購買面では商品技術開発本部と連携し、生鮮食材について産地買付による高品質かつ低価格の調達を進め

てまいります。

　人材確保につきましては、採用エリアやセミナーの拡大・高齢者雇用促進・パート社員登用等リクルート力を強

化してまいります。

　教育・研修面では、強い人集団づくりに向け全店長・調理長を対象とした研修を行うとともに、即戦力化に向け

て、前期より取り組みを始めました店長・調理長候補者を対象とする研修店舗でのＯＪＴ教育を一層強化してまい

ります。

　次期は、今後の「継続的成長」と「収益拡大」の実現に向けた取り組みに専念し、翌期以降その成果を具現化し

てゆく所存であります。

　従いまして、出店につきましては物件が確定している店舗に加え、展開業態とゴルフ場レストランに絞り込み14

店の出店を計画しております。

　以上の結果、次期計画としては、売上高40,000百万円、経常利益1,300百万円、当期純利益400百万円を見込んでお

ります。
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　次期の主な出店計画は下記のとおりであります。

　なお、所在地未定分は物件を探索中であります。

店舗名 所在地 事業部門の名称 設備の内容
投資総額
（百万円）

着手及び完了（予定）年月

着手 完了 増加席数

咲くら　大手町店
東京都

千代田区

レストラン・バー事

業
店舗新設 120 平成18.7 平成18.9 112

パパミラノ　大手町店
東京都

千代田区

レストラン・バー事

業
店舗新設 73 平成18.7 平成18.9 80

八かく庵　ミント神戸店
神戸市

中央区

レストラン・バー事

業
店舗新設 70 平成18.6 平成18.9 68

響　六本木店
東京都

港区

レストラン・バー事

業
店舗新設 136 平成18.9 平成18.11 88

火楽（からく）新橋店
東京都

港区

レストラン・バー事

業
店舗新設 111 平成18.11 平成19.2 77

パパミラノ　サピアタ

ワー店（仮称）

東京都

千代田区

レストラン・バー事

業
店舗新設 121 平成18.12 平成19.2 100

鳥どり（２店） 未定
レストラン・バー事

業
店舗新設 130 未定 未定 未定

ローズ＆クラウン

（２店）
未定

レストラン・バー事

業
店舗新設 182 未定 未定 未定

ゴルフクラブレストラン

（４店）
未定

レストラン・バー事

業
店舗新設 － 未定 未定 未定

　（注）１．投資予定金額には、敷金及び差入保証金を含んでおります。

２．上記の金額には、消費税等は含んでおりません。
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４．財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   226,957   384,899  

２．売掛金   1,562,009   1,585,966  

３．商品   62,252   59,251  

４．原材料   254,174   257,993  

５．貯蔵品   6,947   6,755  

６．前払費用   334,912   339,840  

７．繰延税金資産   182,251   218,093  

８．短期貸付金   1,244   1,600  

９．未収入金   87,268   69,422  

10．短期差入保証金   79,702   90,135  

11．その他   176,308   213,651  

12．貸倒引当金   △200,000   △170,000  

流動資産合計   2,774,029 14.0  3,057,610 15.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  11,801,701   11,578,295   

減価償却累計額  5,180,044 6,621,656  5,183,479 6,394,816  

(2)構築物  86,129   51,336   

減価償却累計額  55,717 30,412  35,879 15,456  

(3)車両及び運搬具  26,204   26,204   

減価償却累計額  14,451 11,752  16,819 9,384  

(4)工具器具及び備品  4,042,364   3,939,246   

減価償却累計額  2,886,290 1,156,073  2,906,522 1,032,724  

(5)建設仮勘定   6,272   95,252  

有形固定資産合計   7,826,168 39.6  7,547,633 38.4
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

(1)商標権   1,617   1,407  

(2)ソフトウェア   8,951   5,411  

(3)電話加入権   46,982   44,965  

無形固定資産合計   57,551 0.3  51,784 0.3

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券   46,970   49,391  

(2)従業員長期貸付金   100   155  

(3)破産更生等債権   264,371   81,508  

(4)長期前払費用   139,776   130,691  

(5)前払年金費用   533,233   544,822  

(6)繰延税金資産   891,936   998,365  

(7)長期未収入金   161,244   289,448  

(8)敷金及び保証金 ※2  8,139,282   7,980,356  

(9)会員権   302,554   257,804  

(10)その他   10,310   80,926  

(11)貸倒引当金   △1,382,773   △1,394,129  

投資その他の資産合計   9,107,006 46.1  9,019,340 45.8

固定資産合計   16,990,726 86.0  16,618,758 84.5

資産合計   19,764,756 100.0  19,676,368 100.0
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,840,079   2,350,272  

２．短期借入金   5,110,000   3,010,000  

３．一年以内返済予定長期借
入金

  820,000   380,000  

４．未払金   293,542   446,133  

５．未払費用   1,621,113   1,938,793  

６．未払法人税等   428,300   441,900  

７．未払消費税等   196,315   249,091  

８．前受金   39,943   27,015  

９．預り金   50,233   100,421  

10．賞与引当金   223,000   232,000  

11．役員賞与引当金   －   39,400  

12．その他   9,831   1,419  

流動負債合計   10,632,359 53.8  9,216,448 46.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   3,480,000   4,600,000  

２．退職給付引当金   1,163,635   1,215,172  

３．役員退職慰労引当金   57,203   59,059  

４．長期預り金   124,786   111,509  

５．その他   4,480   －  

固定負債合計   4,830,106 24.4  5,985,741 30.4

負債合計   15,462,466 78.2  15,202,189 77.3

－ 13 －



  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※1  1,741,625 8.8  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  965,175   －   

資本剰余金合計   965,175 4.9  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  179,239   －   

２．任意積立金        

(1)特別償却準備金  3,833   －   

(2)別途積立金  800,000   －   

３．当期未処分利益  609,512   －   

利益剰余金合計   1,592,586 8.1  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※３  2,951 0.0  － －

Ⅴ　自己株式  ※４  △48 △0.0  － －

資本合計   4,302,289 21.8  － －

負債・資本合計   19,764,756 100.0  － －
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 1,741,625 8.8

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 965,175

資本剰余金合計  － － 965,175 4.9

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 179,239

(2）その他利益剰余金  

特別償却準備金  － 2,689

別途積立金  － 1,050,000

繰越利益剰余金  － 530,166

利益剰余金合計  － － 1,762,095 9.0

４．自己株式  － － △48 △0.0

株主資本合計  － － 4,468,847 22.7

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 － － 6,176 0.0

２．繰延ヘッジ損益  － － △844 △0.0

評価・換算差額等合計  － － 5,332 0.0

純資産合計  － － 4,474,179 22.7

負債純資産合計  － － 19,676,368 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   38,236,082 100.0  39,502,413 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．期首商品たな卸高  60,102   62,252   

２．当期製品製造原価及び営
業原価

 31,321,732   32,872,664   

３．当期商品仕入高  1,698,956   1,699,516   

合計  33,080,792   34,634,434   

４．期末商品たな卸高  62,252 33,018,539 86.4 59,251 34,575,182 87.5

売上総利益   5,217,542 13.6  4,927,230 12.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売促進費  667,329   580,752   

２．貸倒引当金繰入額  44,807   135,533   

３．役員報酬  86,280   80,414   

４．給与手当  1,041,142   955,996   

５．賞与引当金繰入額  35,000   48,000   

６．役員賞与引当金繰入額  －   39,400   

７．退職給付引当金繰入額  50,015   55,932   

８．役員退職慰労引当金繰入
額

 12,442   13,951   

９．福利厚生費  246,572   234,452   

10．消耗品費  375,802   233,994   

11．支払手数料  369,817   381,798   

12．賃借料  315,157   281,971   

13．減価償却費  16,582   11,957   

14．その他  588,670 3,849,619 10.0 567,048 3,621,205 9.2

営業利益   1,367,923 3.6  1,306,025 3.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  4,459   2,804   

２．受取配当金  214   262   

３．店舗用資産受贈益 ※1 72,636   14,805   

４．退店補償金  13,650   3,154   

５．雑収入  9,552 100,514 0.3 16,140 37,166 0.1
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  94,509   76,341   

２．雑損失  9,969 104,478 0.3 9,136 85,477 0.2

経常利益   1,363,959 3.6  1,257,714 3.2

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 307 307 0.0 6,211 6,211 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※3 273,716   24,175   

２．減損損失 ※4 －   103,523   

３．店舗撤退損失 ※5 －   350,848   

４．退職給付会計基準変更時
差異償却

 68,113   17,028   

５．その他  29,856 371,685 1.0 2,999 498,575 1.3

税引前当期純利益   992,582 2.6  765,351 1.9

法人税、住民税及び事業
税

 480,935   575,884   

法人税等調整額  48,531 529,467 1.4 △143,892 431,992 1.1

当期純利益   463,114 1.2  333,358 0.8

前期繰越利益   188,595   －  

中間配当額   42,197   －  

当期未処分利益   609,512   －  
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製造原価及び営業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  9,666,252 30.9 9,977,747 30.4

Ⅱ　労務費 ※1 11,471,122 36.6 12,360,700 37.6

Ⅲ　経費 ※2 10,184,357 32.5 10,534,217 32.0

当期製品製造原価及び営業
原価

 31,321,732 100.0 32,872,664 100.0

      

原価計算の方法

当社は事業の性質上、製品・仕掛品在庫はありませんので、店舗において発生する材料費・労務費・経費の全額を売上

高に対応するものとして、製造原価及び営業原価としております。

（脚注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．労務費には、賞与引当金繰入額188,000千円及び退

職給付費用157,767 千円が含まれております。

※１．労務費には、賞与引当金繰入額 184,000千円及び退

職給付費用168,919千円が含まれております。

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。

賃借料 5,590,983千円

水道光熱費 1,584,850千円

減価償却費 1,018,102千円

消耗品費 808,534千円

賃借料 5,885,362千円

水道光熱費 1,629,596千円

減価償却費 1,015,594千円

消耗品費 808,070千円
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

 利益処分案  

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年12月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   609,512

Ⅱ　任意積立金取崩額    

特別償却準備金取崩額  1,144 1,144

合　計   610,657

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  77,362  

２．役員賞与金  44,290  

　（うち監査役賞与金）  （　4,810）  

３．任意積立金    

  別途積立金  250,000 371,652

Ⅳ　次期繰越利益   239,005
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  株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30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
計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益剰
余金

平成17年９月30日　残高

（千円）
1,741,625 965,175 179,239 3,833 800,000 609,512 1,592,586 △48 4,299,338

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩　（千

円）
   △1,144  1,144 －  －

剰余金の配当（千円）      △119,560 △119,560  △119,560

利益処分による役員賞与（千

円）
     △44,290 △44,290  △44,290

別途積立金の積立て　　（千

円）
    250,000 △250,000 －  －

当期純利益（千円）      333,358 333,358  333,358

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）
－ － － △1,144 250,000 △79,346 169,508 － 169,508

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,741,625 965,175 179,239 2,689

1,050,00

0
530,166 1,762,095 △48 4,468,847

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
2,951 － 2,951 4,302,289

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩　（千

円）
   －

剰余金の配当（千円）    △119,560

利益処分による役員賞与（千

円）
   △44,290

別途積立金の積立て　　（千

円）
   －

当期純利益（千円）    333,358

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

3,225 △844 2,380 2,380

事業年度中の変動額合計

（千円）
3,225 △844 2,380 171,889

平成18年９月30日　残高

（千円）
6,176 △844 5,332 4,474,179

－ 20 －



(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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  992,582 765,351

減価償却費  1,034,684 1,028,535

減損損失  － 103,523

店舗撤退損失  － 350,848

賞与引当金の増加額
（△：減少額）

 △20,000 9,000

役員賞与引当金の増加額  － 39,400

退職給付引当金の増加額  111,752 51,536

役員退職慰労引当金の増
加額

 9,791 1,855

貸倒引当金の増加額  19,970 34,705

受取利息及び受取配当金  △4,674 △3,066

店舗用資産受贈益  △72,636 △14,805

支払利息  94,509 76,341

固定資産売却益  △307 △6,211

固定資産除却損  273,042 24,175

前払年金費用の増加額  △90,037 △11,588

売上債権の増加額  △143,807 △46,734

たな卸資産の増加額  △10,661 △625

仕入債務の増加額  215,148 510,193

未払費用増加額

 　　　（△：減少額）
 △25,649 313,652

役員賞与の支払額  △36,275 △44,290

その他  110,919 13,091

小計  2,458,351 3,194,889

利息及び配当金の受取額  4,674 3,066

利息の支払額  △118,305 △72,313

法人税等の支払額  △269,435 △509,364

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,075,284 2,616,278
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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

   

有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,657,574 △968,934

有形固定資産の売却によ
る収入

 66,681 9,135

敷金及び保証金の差入に
よる支出

 △490,082 △241,715

敷金及び保証金の回収に
よる収入

 759,621 351,333

貸付けによる支出  △950 △2,655

貸付金の回収による収入  9,594 3,564

無形固定資産の取得によ
る支出

 △1,467 △1,300

その他  △43,589 △67,971

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,357,766 △918,543

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金純増減額  160,000 △2,100,000

長期借入れによる収入  1,900,000 1,500,000

長期借入金の返済による
支出

 △2,520,000 △820,000

自己株式取得による支出  △48 －

配当金の支払額  △126,172 △119,792

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △586,220 △1,539,792

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 131,296 157,942

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 95,660 226,957

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 226,957 384,899
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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

によっております。

（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

定しております）

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

によっております。

 （評価差額は全部純資産直入法により処

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によってお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法によってお

ります。

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法を採用しております。 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　商品、原材料及び貯蔵品は最終仕入原価

法によっております。

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（ただし、平成10年4月1日以降

取得建物(建物付属設備を除く)について

は定額法)を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　８～18年

工具器具及び備品　　３～20年

(1)有形固定資産

同左

 (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

　均等償却をしております。

(3)長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準により当期負担額を計上し

ております。

(3)役員賞与引当金

 ──────

(2)賞与引当金

              同左

 

 

(3)役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

　（会計方針の変更）

　当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　企業会

計基準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は39,400千円減少してお

ります。
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

５．引当金の計上基準 (4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。

　なお、会計基準変更時差異(340,565千

円)については、５年間による按分額を

費用処理しています。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしておりま

す。

(4)退職給付引当金

同左

 (5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5)役員退職慰労引当金

同左

６．開店準備費の処理方法 　　新店舗の開店までに要した諸費用につい

ては、開店時の費用として処理しておりま

す。

 　 開店準備費の処理方法については、従　

来、開店した事業年度の期間費用として処

理することとしておりましたが、当事業年

度より開店時の費用として処理することと

いたしました。なお、これによる損益への

影響はありません。

　　新店舗の開店までに要した諸費用につい

ては、開店時の費用として処理しておりま

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

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワッ

プについては、繰延ヘッジ処理及び特例

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…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3)ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスクを回避す

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)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の金利変動と

の相関関係を求めることにより、有効性

を評価しております。

(4)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10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

９．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

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

　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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準（固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書）」（企

業会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用しております。

 これにより、税引前当期純利益が308,689千円減少して

おります。

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 ──────  （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。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は4,475,023千円で

あります。

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────

 

 （損益計算書）

 前事業年度まで「固定資産除却損」に含めておりました

撤退店舗にかかる固定資産除却損（前期225,155千円）は、

撤退に伴う損失をより明瞭に表示するため、撤退に伴う減

損損失等とともに「店舗撤退損失」として表示することに

しました。

 なお、当中間会計期間の特別損失に含まれる撤退店舗に

かかる減損損失は52,368千円、固定資産除却損は132,815

千円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 （外形標準課税）  ──────

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務上の取り扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が93,000千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が93,000千円減

少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１．授権株式数等 ※１． 　　　　　　　──────

会社が発行する株式総数　普通株式 24,000,000株

発行済株式総数　　　　　普通株式 7,033,000株

  

  

※２．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

※２．　　　　　　　 ──────

敷金及び保証金 278,989千円   

※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　 2,951千円 

※３． 　　　　　　　──────

 

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式40株であ

ります。 

※４． 　　　　　　　──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１． 　　　　　　　────── ※１．関係会社に対するものが次のとおり含まれておりま

す。

  

  

店舗用資産受贈益 14,805千円

  

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

商標権 274千円

車両及び運搬具 33千円

合計 307千円

建物 5,548千円

工具器具及び備品 663千円

合計 6,211千円

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

建物 215,266千円

工具器具及び備品 44,287千円

その他 14,161千円

合計 273,716千円

建物 13,770千円

工具器具及び備品 10,404千円

合計 24,175千円

※４．　           ────── ※４．減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について

308,689千円の減損損失を計上いたしました。

なお、取締役会にて翌期の撤退を決議した不採算店

舗に係る減損損失205,165千円については、撤退の意思

決定に伴う損失として店舗撤退損失に含めて表示して

おります。

用途 種類 場所

 店舗（８店）  建物他  東京都

 店舗（４店）  建物他  大阪府

当社は店舗を基本単位としてグルーピングを行って

おります。営業損失が継続している店舗及び撤退の意

思決定を行った店舗について帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失としております。

その内訳は建物259,063千円、工具器具及び備品

34,512千円、構築物11,886千円、電話加入権2,017千円、

長期前払費用1,126千円、リース資産84千円であります。

なお、営業損失が継続している店舗については、回

収可能価額を使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを４％で割り引いて算定しております。

※５．　           ────── ※５．店舗撤退損失

店舗の撤退に伴う損失であり、撤退店舗の固定資産

除却損（建物120,087千円、工具器具及び備品12,575千

円）及び撤退を意思決定した店舗に係る減損損失

205,165千円等であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

 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  

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 7,033,000 － － 7,033,000

合計 7,033,000 － － 7,033,000

自己株式

普通株式 △40 － － △40

合計 △40 － － △40

 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12月22日

定時株主総会
普通株式 77,362 11 平成17年９月30日 平成17年12月26日

平成18年５月11日

取締役会
普通株式 42,197 6 平成18年３月31日 平成18年６月14日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  

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12月22日

定時株主総会
普通株式 42,197 利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月25日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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

  

現金及び預金勘定 226,957千円

現金及び現金同等物 226,957千円

  

現金及び預金勘定 384,899千円

現金及び現金同等物 384,899千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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、

減損損失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）

工具器具及び
備品

594,481 337,431 257,049

その他 145,627 99,966 45,661

合計 740,108 437,397 302,710

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及
び備品

523,496 337,203 63 186,230

その他 139,181 89,951 － 49,229

合計 662,677 427,154 63 235,460

(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等

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 124,312千円

１年超 185,403千円

合計 309,716千円

１年内 97,784千円

１年超 142,857千円

合計 240,641千円

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 リース資産減損勘定の残高　　　 　　　　　84千円

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 155,689千円

減価償却費相当額 146,105千円

支払利息相当額 8,036千円

支払リース料 139,463千円

リース資産減損勘定の取崩額 －千円

減価償却費相当額 131,697千円

支払利息相当額 5,953千円

減損損失 84千円

(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 3,715千円

１年超 8,514千円

合計 12,229千円

１年内 4,540千円

１年超 7,413千円

合計 11,954千円
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②　有価証券

有価証券

1．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度（平成17年９月30日） 当事業年度（平成18年９月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）
差額（千円）

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 15,665 20,625 4,960 15,665 26,046 10,381

(2)債券 － － － － － －

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 15,665 20,625 4,960 15,665 26,046 10,381

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの

(1)株式 － － － － － －

(2)債券 － － － － － －

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 15,665 20,625 4,960 15,665 26,046 10,381

（注）有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められ

た金額について減損処理を行っております。

２．時価のない主な有価証券の内容

種類
前事業年度（平成17年９月30日） 当事業年度（平成18年９月30日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 26,345 23,345
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

1．取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

1．取引の内容

同左

2．取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

2．取引に対する取組方針

同左

3．取引の利用目的

借入債務の金利上昇リスクヘッジ及び金利を低減する

目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引は重要な会計方針のヘッジ会

計の方法にしたがって処理しております。

3．取引の利用目的

同左

4．取引に係わる各種リスクの内容

当社の利用するデリバティブ取引に付随するリスクの

うち主要なものとして、市場リスクと信用リスクがあり

ます。

当社で利用するデリバティブ取引は、金利の市場リス

クを負っていますが、上記利用目的に限定しておりリス

クはほとんどないと判断しております。

また取引相手先については、信用力の高い優良金融機

関を選別しており、信用リスクは極めて低いと考えられ

ます。

4．取引に係わる各種リスクの内容

同左

5．取引に係わるリスク管理体制

当社ではデリバティブ取引は、社内規定に基づき稟議

決裁を受けた後、財務経理部の財務グループが実行し、

経理グループが取引照合・リスク評価を行い、定期的に

担当役員に報告しております。

5．取引に係わるリスク管理体制

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10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

1．デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当社のデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用

されているため、該当事項はありません。

1．デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

同左
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しております。

なお、適格退職年金制度は勤続１０年以上の定年退職者を対象としております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

退職給付債務   

(1) 退職給付債務 　　　　△1,872,151千円 △1,878,711千円

(2) 年金資産 1,020,330 1,033,298

(3) 退職給付引当金 1,163,635 1,215,172

(4) 前払年金費用 △533,233 △544,822

差引(1＋2＋3＋4) △221,418 △175,062

 (差引分内訳)

(5) 会計基準変更時差異の未処理額
△17,028 －

(6) 未認識数理計算上の差異 △204,390 △175,062

（5＋6） △221,418 △175,062

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用 275,895千円 241,880千円

(1) 勤務費用 137,703 139,961

(2) 利息費用 45,730 37,443

(3) 期待運用収益 △10,124 △10,203

(4) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 68,113 17,028

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 34,472 57,650

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９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

(1) 割引率 2.0％ 2.0％

(2) 期待運用収益率 1.0％ 1.0％

(3) 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

(4) 数理計算上の差異の処理年数 翌期から５年 翌期から５年

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 ５年 　５年
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産  

（流動資産） （千円）

賞与引当金否認額 90,315

未払事業税否認額 55,566

未払事業所税否認額 19,399

その他 16,970

小計 182,251

（固定資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 525,165

退職給付引当金損金算入限度超過額 208,343

営業権償却損金算入限度超過額 91,803

その他 98,794

小計 924,107

評価性引当額 △28,331

繰延税金資産計 1,078,027

繰延税金負債  

 （固定負債）  

その他有価証券評価差額金 2,008

特別償却準備金 1,830

繰延税金負債計 3,839

繰延税金資産の純額 1,074,187

繰延税金資産  

（流動資産） （千円）

賞与引当金否認額 93,960

未払事業税否認額 43,213

貸倒引当金損金算入限度超過額 38,945

その他 41,974

小計 218,093

（固定資産）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 490,946

退職給付引当金超過額 258,682

減損損失否認額 119,618

営業権償却損金算入限度超過額 63,556

その他 97,768

小計 1,030,572

評価性引当額 △27,440

繰延税金資産計 1,221,225

繰延税金負債  

 （固定負債）  

その他有価証券評価差額金 4,204

特別償却準備金 561

繰延税金負債計 4,766

繰延税金資産の純額 1,216,459

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%

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1%

住民税均等割額 7.3%

評価性引当額 2.9%

その他 1.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.3%

法定実効税率 40.5%

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3%

住民税均等割額 9.7%

留保金課税 5.4%

その他 △0.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.4%

⑥　持分法損益等

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。 同左
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

(1)親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
サント

リー㈱

大阪市

北区
30,000,000

酒類・食

品の製造

販売

（被所有）

 直接 

 65.1％

兼任１人
店舗設備

の賃借他

不動産賃

借
43,765

前払費用 2,094

未払費用 5,109

敷金及び

保証金の

差入

－
敷金及び

保証金
278,989

　（注）１．上記取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等は含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①不動産賃借並びに敷金及び保証金の差入については、一般取引条件と同様に決定しております。

②敷金及び保証金には、短期差入保証金を含めております。

③上記のほか当社は、親会社であるサントリー株式会社の製品・商品を販売店を通じて2,250,931千円仕入れ

ております。

当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

(1)親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社
サント

リー㈱

大阪市

北区
30,000,000

食品・酒

類の製造

販売

（被所有）

 直接 

 65.2％

－
店舗設備

の賃借他

不動産賃

借
13,143

前払費用 3,220

未払費用 2,597

敷金及び

保証金の

差入

17,608
敷金及び

保証金
174,139

　（注）１．上記取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等は含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①不動産賃借並びに敷金及び保証金の差入については、一般取引条件と同様に決定しております。

②上記のほか当社は、親会社であるサントリー株式会社の製品・商品を販売店を通じて2,314,539千円仕入れ

ております。

⑧　ストック・オプション等

 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10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 605.43円

１株当たり当期純利益 59.55円

１株当たり純資産額 636.17円

１株当たり当期純利益 47.40円

　　

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がないため記載しておりません。

 

 同左

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当期純利益 463,114千円 333,358千円

普通株主に帰属しない金額 44,290千円 －千円

（うち利益処分による役員賞与金） （　　44,290千円） （　　    －千円）

普通株式に係る当期純利益 418,824千円 333,358千円

普通株式の期中平均株式数 7,032,974株 7,032,960株

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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
収容能力及び収容実績

　当期の収容能力及び収容実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

第62期
（自平成17年10月１日
至平成18年９月30日）

客席数 来客実績

前期比 前期比

千席 ％ 千人 ％

レストラン・バー事業 12,593 105.2 17,703 102.7

ケータリング事業 － － 371 93.7

その他の事業 － － 816 107.2

合計 12,593 105.2 18,891 102.7

　（注）客席数は、各店舗の客席数に営業日数を乗じて算出しております。

　なお、当期の収容能力及び収容実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域別

第62期
（自平成17年10月１日
至平成18年９月30日）

客席数 来客実績

前期比 前期比

千席 ％ 千人 ％

東京都 3,829 107.1 7,515 106.5

埼玉県 500 104.4 402 102.6

千葉県 720 108.4 609 107.4

神奈川県 667 142.2 688 107.5

滋賀県 632 103.4 525 109.8

大阪府 1,849 102.3 3,472 99.9

兵庫県 1,579 109.1 2,679 102.0

その他の県 2,813 96.5 2,998 94.7

合計 12,593 105.2 18,891 102.7

　（注）客席数は、各店舗の客席数に営業日数を乗じて算出しております。

６．役員の異動
　該当事項はありません。

以　上
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