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１．平成18年10月期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年10月31日）

(1）連結経営成績                                    （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10月期 11,332 (  2.7) 257 (△24.3) 272 (△23.5)

17年10月期 11,034 (  0.4) 339 (△30.8) 356 (△26.8)

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10月期 △383 (　－  ) △91 21 － － △22.6 5.5 2.4

17年10月期 124 (△50.3) 29 72 － － 6.7 6.8 3.2

（注）①持分法投資損益 18年10月期 －百万円 17年10月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年10月期 4,204,318 株 17年10月期 4,189,000 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）連結財政状態                                    （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10月期 4,968 1,502 30.2 356 84

17年10月期 5,030 1,897 37.7 452 86

（注）期末発行済株式数（連結） 18年10月期 4,211,820 株 17年10月期 4,189,000 株

(3）連結キャッシュ・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10月期 618 △1,027 204 633

17年10月期 232 △545 △115 812

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 1社

２．平成19年10月期の連結業績予想（平成18年11月1日～平成19年10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 5,780 145 30

通　期 12,210 500 145

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　34円43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連-7ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び子会社１社より構成されており、回転寿司店の経営及び回転寿司店のフランチャイズ・

チェーン（以下「ＦＣ」という。）本部の経営を主な事業内容としており、その他に、スープカレー店・海鮮居酒屋

の経営、自動車用洗車場の管理・運営、損害保険代理店業を行っております。

　なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

　当社は、平成18年10月31日現在、中国・九州地域を中心に100店舗の直営店を運営している他、当社での直営店運営

ノウハウをもとに「マリンポリス」及び「しーじゃっく」の加盟店募集、厨房機器・資材の供給、店舗運営のノウハ

ウの提供及び研修などを行う、ＦＣ本部の運営を行っております。子会社であるMARINEPOLIS U.S.A.,Inc.は、平成18

年10月31日現在、米国にて８店舗の回転寿司店の経営を行っております。

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、以下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

　「私たちは新鮮でおいしい寿司を真心のこもったサービスでお客様に提供する。以って地域社会に貢献すると共に

豊かな社会を築きます。」というマリンポリスの理念を理解し、共鳴し得る従業員及びフランチャイジーの集団がマ

リンポリスであります。よってお客様と接する一瞬一瞬こそが真剣勝負であり、一期一会の精神を以って商品にもサー

ビスにも真心を込め、さらにフレッシュで高品質な寿司を提供し続けることが、我々の使命であります。

　マリンポリスを支えるものはお客様であり、フランチャイズ加盟店であり、多くの仕入業者の方々であり、株主で

あり、そしてここに働く従業員であります。この５者が共に豊かになることこそが、マリンポリスの目指すものであ

ります。

　また、当社グループは、対面販売という特色を武器に、お客様との５つの約束（おいしい、新鮮、安い、安心、楽

しい）を実践し、お客様に満足していただけるよう取り組んでおります。

　さらには、日本の食文化である寿司という「食」を通して、社会に貢献するとともに堅実な成長を続けてまいる所

存であります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、業績及び配当性向等を勘案し、財務体質の強化と収益力の向上を図りながら、安定的な配当の継続を基本

に、株主への利益還元を努める方針であります。

　なお、当事業年度の利益配当につきましては、１株につき10円の配当を実施させていただく予定であります。内部

留保資金につきましては、新規出店及び改装費のほか、営業基盤の拡充に有効活用し、収益力の向上を図るとともに、

より一層の財務体質の強化にも努める所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社はすでに１単元を100株としておりますが、投資単位を投資適格水準に保つことが個人投資家の資本市場への参

加を促進し、株式の流動性を高める有効な施策のひとつと考えております。

　よって当社は、当社の株価水準、個人株主の分布状況、当社株式の流動性等を総合的に勘案しつつ、適宜適切に対

処していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループの平成18年10月期における売上高経常利益率は2.4％でありますが、同業他社と比較してやや低調であ

ることから、売上高経常利益率8.0％を確保することを当面の課題とし、原価管理の徹底を図る所存であります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

①　回転寿司ブランド戦略

　回転寿司業界においては、競合他社との差別化のために、様々なコンセプトの店舗が登場しておりますが、大き

くは「低価格」を追求するタイプと、やや価格帯が高い「値ごろ感」を追求するタイプの二極化が進んでいると考

えています。当社グループはこのような環境に対応するため、価格帯の異なる回転寿司「マリンポリス」店と105円

均一の回転寿司「しーじゃっく」店を主に展開しております。

　平成11年3月までは「マリンポリス」での店舗展開を行っておりましたが、平成11年4月に初めて105円均一店であ

る「しーじゃっく」を開店して以来、平成13年10月期に19店舗、平成14年10月期に24店舗、平成15年10月期に8店舗、

平成16年10月期に3店舗、平成17年10月期に4店舗、平成18年10月期に1店舗を105円均一店に変更しております。

　当社グループといたしましては、依然「低価格」路線が主流との判断から「しーじゃっく」店を店舗展開の柱と

しておりますが、「マリンポリス」店は現状維持ながらも、確実な店舗運営を続けてまいります。

　一方、マグロをメインにし「マリンポリス」をより高級化した「まぐろ三昧」店を出店いたしております。これ

につきましては、地域市場性を十分考慮しながら、店舗展開を進めてまいります。

②　海外戦略

　海外における店舗展開については、米国の子会社である MARINEPOLIS　U.S.A., Inc. が、平成18年10月末現在オ

レゴン州及びワシントン州において直営店舗を8店舗出店しております。今後は同地域における知名度向上を目指し、

両州に年間１～２店舗を出店していきたいと考えております。

　米国他州への出店や、アジア・オセアニア等については、店舗展開が効率よくできるかどうか、現段階において

は現地の情報収集活動を行っております。
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(6）会社の対処すべき課題

　今後の我が国経済の見通しにつきましては、平成18年11月の月例経済報告が示したように、「国内民需に支えられ

た景気回復が続くと見込まれる」ことから、上場企業の連結経常利益は平成19年３月期で５期連続の増益が確実視さ

れております。よって、冬のボーナス等個人所得の増加が見込まれることもあり、今後、個人消費は上向きに転じる

ものと思われます。

このような状況の中で、当社は毎月のお奨め商品フェアーの充実に加え、フリークエントカードの会員数増強により、

顧客の来店頻度アップを図り、既存店売上高の増強を最重要課題として、取組んでまいる所存であります。

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　本事項の詳細につきましては、平成18年5月31日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしました

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度における我が国の経済は、設備投資と輸出が成長を牽引したことにより、潜在成長率並みの巡航速

度で景気回復を続け、平成14年2月から始まった景気拡大局面が、平成18年10月で「いざなぎ景気」に並ぶこととなり、

経済環境は確実に好転した事業年度であったと思われます。しかしながら、外食産業におきましては引続き市場規模

が縮小するという厳しい状況が続いております。

　このような状況の中で、当社グループは、平成17年11月社長の交替を機に、新社長の経営方針に基づいた基本戦略

（①企業風土の確立　②労働環境の改善　③予算の達成　④マネージャー制の確立　⑤本部バックアップ体制の強化

　⑥成果主義の徹底　⑦新規事業の推進）を全役職員に周知徹底し、活力ある店づくり、楽しい職場づくりに取組ん

でまいりました。

　具体的な施策としては、スープカレーの店「レッドスパイス」を２店舗、海鮮居酒屋「ほんじょ屋」を２店舗、ノー

ブラシ有人洗車場「JAVA」を１店舗出店し、新規事業推進の足がかりを行いました。外部講師を招請してマネージャー

の合宿集合研修を実施、桜フェアー・アメリカンフェアー・創作寿司フェアー等、毎月のお奨めフェアーの実施に加

え、固定客の確保と顧客の来店頻度アップを図るべく、フリークエントカードを導入し、既存店売上の改善に取組ん

でまいりました。

　当連結会計年度の新規出店につきましては、国内23店舗（直営14、FC9）海外２店舗（直営２）合計25店舗を出店し、

一方で不採算店等21店舗（直営10、FC11）を退店いたしました。これらにより、当連結会計年度末の店舗数は、マリ

ンポリス30店舗（直営20、FC10）、しーじゃっく115店舗（直営82、FC33）、まぐろ三昧１店舗（直営１）、レッドス

パイス２店舗（直営２）、ほんじょ屋２店舗（直営２）、JAVA１店舗（直営１）の合計151店舗（直営108、FC43）と

なりました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は11,332百万円（前連結会計年度比2.7％増）経常利益272百万円（同

23.5％減）となりました。

また「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴う減損損失等の特別損失700百万円を計上したことから、当期純損

失383百万円（前連結会計年度は当期純利益124百万円）となりました。

(2）財政状態

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末において、総資産は前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、自己資本は394百万円の減少とな

り、自己資本比率は 30.2％となっております。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は618百万円（前年比166.0％増）となりました。

　これは主に減損損失651百万円、減価償却費484百万円あった一方、税金等調整前当期純損失426百万円となった

ことなどによるものです。

　（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 1,027百万円（同88.3％増）となりました。

　これは主に新規出店に伴う有形固定資産取得による支出 931百万円によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は 204百万円（前連結会計年度は支出 115百万円）となりました。

　これは主に長期借入を 1,000百万円行った一方で、長期借入返済を 892百万円行ったことなどによるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年10月期 平成17年10月期 平成18年10月期

自己資本比率（％） 32.9 37.7 30.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
59.1 69.1 71.7

債務償還年数（年） 1.5 7.7 3.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
35.9 7.0 19.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
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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

※各指標は、いずれも連結財務諸表により計算しております。

※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・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている短期借入金、１年以内返済予定長期借入金、長期借入金を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・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）次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、平成18年11月の月例経済報告が示したように、「国内民需に支えらた景気回復が続

くと見込まれる」ことから、上場企業の連結経常利益は平成19年３月期で５期連続の増益が確実視されております。

よって、冬のボーナス等個人所得の増加が見込まれることもあり、今後、個人消費は上向きに転じるものと思われま

す。

このような状況の中で、当社は毎月のお奨め商品フェアーの充実に加え、フリークエントカードの会員数増強により、

顧客の来店頻度アップを図り、既存店売上高の増強を最重要課題として、取組んでまいる所存であります。

　次期の出店につきましては、13店舗（直営 7、ＦＣ 6）の新規出店を行い、既存店40店舗の業態変更に加え、21店

舗のリニューアルを行い、7店舗（直営 4、ＦＣ 3）の閉店を実施する予定であります。

　通期の業績につきましては、売上高122億10百万円（前年同期比7.7％増）、経常利益５億円（前年同期比83.3％

増）、当期純利益１億45百万円（前期は当期純損失3億83百万円）を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

①　当社グループの事業に影響を与える外的要因について

 a．競合他社との競争について

当社グループの属する回転寿司業界は、比較的参入障壁が低く、チェーン店展開も容易であるとされており、現

在大手チェーン店の相次ぐ出店、異業種からの参入等により、業界内における同業他社間競争は極めて激しいもの

になっております。

　このような環境の下、当社グループでは寿司ネタの内容や店舗における客席の配置等により、競合他社との差別

化を図っており、今後も差別化に向けた施策を講じていく所存ではありますが、今後他の大手チェーン店や中食産

業を含めた競合他社との競争がさらに激化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 b．その他の外的要因について

現在、当社グループは主として回転寿司の事業を行っているため、消費者の嗜好の変化等があった場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、寿司ネタとなる水産物や米等の原材料価格につき、当社グループの想定を超える大きな変動があった場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、外食産業である当社グループの客数の動向は、天候の不順等の影響を受ける可能性があります。

②　出店政策について

当社は現在、関西・山陰・山陽・九州・四国地区において店舗展開を行っており、平成18年10月31日現在同地域

で直営店100店舗、フランチャイズ加盟店43店舗を有しております。今後におきましても、当社は同地域を中心に郊

外型店舗の出店を進めていく方針であります。

　当社は出店にあたって、社内基準に基づき、出店候補地の近隣世帯数、近隣道路環境、敷地状況、競合店状況等

の条件を検討した上で、出店地の選定を行っております。しかしながら、当社の出店条件に合致した物件がなく、

計画どおりの出店ができない場合や出店後に立地環境等に変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

　また直営店舗の出店形態につきましては、土地、建物を賃借し、敷金・保証金等を差し入れる賃借方式による出

店が最も多くなっております。そのため賃借物件の家主・地主の倒産等により敷金・保証金等の回収が不能となっ

た場合、もしくは当社による賃貸借契約の中途解約に際し、同契約における返済条件の規定から敷金・保証金等を

放棄せざるを得なくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　事業体制について

 a．人材の確保・育成について

当社グループの今後の事業展開において、組織拡大、店舗拡大に対応した人材の確保及び育成が重要な課題となっ

ております。当社は正社員、臨時従業員の安定的な確保、定着率の向上のため、テレビＣＭ・広告等によるイメー

ジアップ、臨時従業員を含めた能力給の導入などの施策を講じております。また人材育成については、新人研修等

の通常の研修体制に加え、店長候補育成のため、マネージャーがマンツーマンで、今後の新規出店に対応すべく、

人材育成を進めております。
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　しかしながら当社グループが想定している以上の退職者があった場合や、新規出店を賄える人材の確保及び育成

ができない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 b．特定業者への仕入の依存について

平成18年10月期の当社グループの連結仕入高のうち73.8％が三井物産株式会社の連結子会社である三井食品株式

会社からの仕入となっております。三井食品株式会社とは１年更新の継続的な商品売買基本契約を締結しており、

現時点では同社と当社の関係は良好でありますが、将来的に三井食品株式会社との売買契約条件が変更、あるいは

契約解除になった場合には、一時的に当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 c．米国における事業展開について

当社グループでは、子会社MARINEPOLIS U.S.A.,Inc. が平成3年11月より米国において回転寿司の店舗展開を行っ

ており、平成18年10月31日現在において、オレゴン州、ワシントン州において8店舗を出店しております。現時点に

至るまで、当社グループの米国における回転寿司事業は拡大傾向にありますが、今後同国の経済状況、法規制の変

更、及びその他何らかの要因により、出店政策を含めた当該事業の事業展開に影響があった場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　フランチャイズ・チェーン店について

 a．フランチャイズ契約について

当社グループは直営店による事業拡大とともに、フランチャイズ・チェーン本部の経営を行っており、各フラン

チャイズ加盟店とフランチャイズ契約を締結しております。当社は直営店と同様にフランチャイズ店舗の拡大も目

指しておりますが、過年度におきましてはフランチャイズ契約の内容変更等の要因により、フランチャイズ加盟店

数が減少したことがあります。今後何らかの要因により、当該契約の内容変更を余儀なくされた場合、フランチャ

イズ加盟店の減少等の要因により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 b．フランチャイズ加盟店の業務が当社グループに与える影響について

当社グループは上記フランチャイズ契約により、フランチャイズ加盟店に対し、スーパーバイザーを派遣し、営

業支援や衛生管理支援を行っております。

しかし今後フランチャイズ加盟店において食中毒事件、及びその他当社グループの社会的信用を傷つけるような事

態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 c．フランチャイズ加盟店との出店地域の調整について

現時点におけるフランチャイズ加盟店は、当社の直営店が出店している西日本地域とほぼ同地域に出店されてお

ります。

　当社グループは当社直営店とフランチャイズ加盟店間において競合関係が発生しないように出店地域について調

整を行っております。このため、現在、当社直営店とフランチャイズ加盟店が競合関係にある地域はありません。

　しかし、既存フランチャイズ加盟店の出店状況によっては、当社グループの出店計画における候補地が制限され

る可能性があります。

⑤　為替変動による影響について

当社グループは、海外との直接取引を行っていないため、営業活動における為替変動リスクは僅少でありますが、

米国子会社からのロイヤリティー受取及び厨房機器・資材等の供給に伴う同社への売掛金、同社への貸付金、及び

当社の保有する外貨建預金等の期末評価替為替換算により為替差損益が発生しております。

　当社グループは、外貨建預金の残高を減らすなど、為替変動のリスクを回避するための手段を講じておりますが、

今後の為替変動が当社グループの想定を超える大きな変動であった場合、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

⑥　法的規制等について

 a．法的規制について

当社グループが属する回転寿司事業においては、主な法的規制として「食品衛生法」、「消防法」等があります。

なお、「食品衛生法」においては、飲食店を経営するにあたり、厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の許
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可を受けなければならない旨、規定されております。また、平成13年5月に「食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律」（食品リサイクル法）が施行されております。

　これらの法的規制が強化された場合、設備投資等、新たな費用が発生することにより、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

 b．衛生管理について

当社では社内に衛生管理担当者を設け、各店舗の衛生評価、食材・調理器具の検体採取、検便検査等を定期的に

実施し、その結果により各店舗に対し衛生管理指導を行うなど、衛生管理体制を整備しております。

　米国店舗におきましても、店舗における食品の保存方法や商品の廃棄基準など衛生管理体制を整備しており、年

2回実施される現地衛生局による立ち入り検査においても、これまで問題となった事例はありません。

また、現在までに当社グループの米国店舗において食中毒の発生等、衛生面に関する問題が生じたこともありませ

ん。

　当社グループは今後においても、衛生面に留意していく方針でありますが、外食産業の中でも生鮮食材を扱う当

社グループにとって、食中毒事件等が発生した場合、企業としての存立そのものに重大な影響を及ぼす可能性があ

ります。

　また、同業他社による食中毒事件等が発生した場合においても、消費者による回転寿司業界全体に対する不信感

等により、当社グループの業績に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10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31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   812,042   633,175  

２．受取手形及び売掛金   52,777   69,357  

３．たな卸資産   77,581   99,874  

４．繰延税金資産   49,025   51,045  

５．その他   142,554   257,815  

貸倒引当金   △800   △3,200  

流動資産合計   1,133,182 22.5  1,108,067 22.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1 3,169,224   3,324,381   

減価償却累計額  1,405,883 1,763,340  1,573,547 1,750,834  

(2）機械装置及び運搬具  772,865   941,992   

減価償却累計額  405,344 367,521  504,940 437,052  

(3）土地 ※1  374,472   105,000  

(4）建設仮勘定   18,057   9,994  

(5）その他  656,802   768,783   

減価償却累計額  449,051 207,751  516,275 252,508  

有形固定資産合計   2,731,143 54.3  2,555,389 51.4

２．無形固定資産   50,685   58,764  

無形固定資産合計   50,685 1.0  58,764 1.2

３．投資その他の資産        

(1）長期貸付金   148,994   139,011  

(2）繰延税金資産   157,220   301,161  

(3）差入保証金   779,151   759,799  

(4）その他   44,144   61,249  

　貸倒引当金   △13,539   △14,548  

投資その他の資産合計   1,115,970 22.2  1,246,674 25.1

固定資産合計   3,897,799 77.5  3,860,827 77.7

資産合計   5,030,982 100.0  4,968,895 100.0
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31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．支払手形及び買掛金   466,052   523,769  

２．短期借入金   110,000   250,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金

  710,084   672,818  

４．未払金   368,061   421,119  

５．未払法人税等   45,653   42,678  

６．賞与引当金   76,772   80,331  

７．その他   127,818   118,415  

流動負債合計   1,904,441 37.9  2,109,132 42.5

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   967,240   1,111,613  

２．繰延税金負債   35,027   35,299  

３．役員退職慰労引当金   101,162   101,152  

４．その他   126,078   108,759  

固定負債合計   1,229,507 24.4  1,356,823 27.3

負債合計   3,133,949 62.3  3,465,956 69.8

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※2  572,405 11.4  － －

Ⅱ　資本剰余金   600,492 11.9  － －

Ⅲ　利益剰余金   736,762 14.6  － －

Ⅳ　為替換算調整勘定   △12,627 △0.2  － －

資本合計   1,897,032 37.7  － －

負債資本合計   5,030,982 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資　本　金   －   572,405 11.5

２．資本剰余金   －   616,280 12.4

３．利益剰余金   －   314,553 6.3

株主資本合計   － －  1,503,239 30.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．為替換算調整勘定   －   △299 △0.0

評価・換算差額等合計   － －  △299 △0.0

純資産合計   － －  1,502,939 30.2
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

負債、純資産合計   － －  4,968,895 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31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   11,034,558 100.0  11,332,239 100.0

Ⅱ　売上原価   4,700,443 42.6  4,811,275 42.5

売上総利益   6,334,115 57.4  6,520,963 57.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  106,718   103,200   

２．給与手当及び賞与  1,289,760   1,325,440   

３．雑給  1,523,312   1,513,766   

４．賞与引当金繰入額  76,686   86,164   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 11,449   12,990   

６．水道光熱費  448,638   445,228   

７．消耗品費  354,180   399,028   

８．賃借料  842,333   859,346   

９．減価償却費  478,622   470,867   

10．貸倒引当金繰入額  3,739   2,350   

11．その他  858,892 5,994,334 54.3 1,045,441 6,263,825 55.2

営業利益   339,781 3.1  257,138 2.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息及び配当金  4,931   9,121   

２．賃貸料収入  27,984   39,184   

３．自動販売機収入  21,842   23,365   

４．加盟店違約金収入  －   12,000   

５．販売協賛金収入  9,585   10,851   

６．移転補償金収入  9,000   －   

７．その他  15,087 88,430 0.8 11,338 105,860 0.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  31,383   31,895   

２．貸倒引当金繰入額  10,000   14,598   

３．賃貸原価  30,008   39,050   

４．その他  212 71,605 0.7 4,746 90,290 0.8

経常利益   356,605 3.2  272,708 2.4

        

－ 連-13 －



  
前連結会計年度

（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※1 － － － 1,198 1,198 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※2 623   3,320   

２．固定資産除却損 ※3 44,542   18,411   

３．賃借店舗解約損 ※4 26,569   27,845   

４．減損損失 ※5 － 71,735 0.6 651,264 700,842 6.2

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  284,869 2.6  △426,935 △3.8

法人税、住民税及び事
業税

 164,777   104,082   

法人税等調整額  △4,410 160,367 1.5 △147,525 △43,442 △0.4

当期純利益又は当期純
損失（△）

  124,502 1.1  △383,492 △3.4
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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11月 1日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   600,492

Ⅱ　資本剰余金期末残高   600,492

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   654,150

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  124,502 124,502

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  41,890 41,890

Ⅳ　利益剰余金期末残高   736,762
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年11月1日　至　平成18年10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10月31日　残高（千円） 572,405 600,492 736,762  1,909,660

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △41,890  △41,890

当期純損失（△）   △383,492  △383,492

合併による増加  15,787 3,173
△97,818
97,818

18,961

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
（千円）

－ 15,787 △422,209 － △406,421

平成18年10月31日　残高（千円） 572,405 616,280 314,553 － 1,503,239

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算調整

勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年10月31日　残高（千円） △12,627 △12,627 1,897,032

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  － △41,890

当期純損失（△）  － △383,492

合併による増加  － 18,961

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

12,327 12,327 12,327

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

12,327 12,327 △394,093

平成18年10月31日　残高（千円） △299 △299 1,502,939

－ 連-16 －



(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11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31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

   

税金等調整前当期純利
益又は純損失（△）

 284,869 △426,935

減価償却費  483,286 484,353

減損損失  － 651,264

賞与引当金の増加額  685 3,420

役員退職慰労引当金の
増加額(減少：△)

 9,891 △10

貸倒引当金の増加額  11,309 3,408

受取利息及び受取配当
金

 △4,931 △9,121

支払利息  31,383 31,895

為替差益  △273 △44

長期貸付金の家賃相殺
額

 9,185 10,727

差入保証金の家賃相殺
額

 27,827 25,542

固定資産売却益  － △1,198

固定資産除却損  41,804 15,076

固定資産売却損  623 3,320

賃借店舗解約損  25,369 26,985

売上債権の増減額　
(増加:△)

 34,302 △16,579

たな卸資産の増加額  △7,694 △22,072

仕入債務の増減額　
(減少:△)

 △333,232 56,141

未払消費税等の減少額  △36,260 △22,240

その他  24,032 △46,819

小計  602,180 767,114

利息及び配当金の受取
額

 3,914 7,901

利息の支払額  △33,412 △32,294

法人税等の支払額  △340,148 △124,236

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 232,534 618,486
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前連結会計年度

（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31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

   

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △30,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 △523,919 △931,847

有形固定資産の売却に
よる収入

 5,315 14,611

無形固定資産の取得に
よる支出

 △4,624 △24,759

長期貸付金の貸付によ
る支出

 △44,620 △21,258

長期貸付金の回収によ
る収入

 21,305 20,066

差入保証金の取得によ
る支出

 △50,926 △65,386

差入保証金の返還によ
る収入

 61,650 17,018

その他  △9,951 △6,241

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △545,771 △1,027,797

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増額  90,000 140,000

長期借入れによる収入  700,000 1,000,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △863,208 △892,893

配当金の支払額  △41,890 △41,890

その他  － △238

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △115,098 204,978

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 4,087 7,815

Ⅴ　現金及び現金同等物の減
少額

 △424,247 △196,517

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,236,289 812,042

Ⅶ　合併による現金及び現金
同等物受入高

 － 17,651

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

 812,042 633,175
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結しております。

 当該連結子会社は MARINEPOLIS U.S.A., 

Inc.の１社であります。

同　　　　左

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社 MARINEPOLIS U.S.A., Inc.の

決算日は、８月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、９月１日から連結決算日10月31日ま

での期間に発生し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。

同　　　　左

３．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

たな卸資産

食材　　　　最終仕入原価法

たな卸資産

同　　　　左

 貯蔵品

店舗保管　最終仕入原価法

本部保管　移動平均法による原価法

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

（イ）有形固定資産

　定率法

　ただし、連結子会社については定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は、建物15年～

31年であります。

（イ）有形固定資産

同　　　　左

 （ロ）無形固定資産

　定額法

　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。

（ロ）無形固定資産

同　　　　左

(3）重要な引当金の計上基

準

（イ）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、取

立不能見込額を計上しております。

（イ）貸倒引当金

同　　　　左

 （ロ）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負担

額を計上しております。

（ロ）賞与引当金

同　　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

 （ハ）役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支払い

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。

（ハ）役員退職慰労引当金

同　　　　左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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、決

算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」に含めております。

同　　　　左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社は、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。

同　　　　左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理に

ついては、税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同　　　　左

４．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に

確定した利益処分に基づいて作成しており

ます。

――――――――――――

５．連結キャッシュ・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

３カ月以内の定期預金からなっております。

同　　　　左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10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。これにより

税金等調整前当期純利益は651,264千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は1,502,939千円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結年度にお

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。

－ 連-21 －



追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

  法人事業税の外形標準課税

　「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

以降開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から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として

処理しております。この結果、販売費及び一般管理費が 

20,000千円増加し、営業利益及び経常利益並びに税金等調

整前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。

―――――――――――――――――
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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10月31日）

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

※１．担保に供している資産及びにこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びにこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

建物及び構築物 15,673 千円

土地 298,038 千円

計 313,711 千円

土地 69,554千円

計 69,554千円

（ロ）上記に対応する債務 （ロ）上記に対応する債務

長期借入金  350,000 千円

(１年以内返済予定長期借

入金を含む)

 

長期借入金 350,000千円

(１年以内返済予定長期借

入金を含む)

 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式 4,189,000 株

であります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式 4,211,820株で

あります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年11月 1日

至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

※１．―――――――――――――――――――――― ※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 687 千円

機械装置及び運搬具 392 千円

その他 118 千円

計 1,198千円

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

機械装置及び運搬具 623 千円

  

建物及び構築物 0 千円

機械装置及び運搬具 2,576 千円

その他 744 千円

計 3,320 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。

建物及び構築物 34,097 千円

撤去費用 2,737 千円

その他 7,707 千円

計 44,542 千円

建物及び構築物 10,845 千円

機械装置及び運搬具 591 千円

撤去費用 3,334 千円

その他 3,639 千円

計 18,411 千円

※４．賃借店舗解約損の内訳は次のとおりであります。 ※４．賃借店舗解約損の内訳は次のとおりであります。

差入保証金 23,464 千円

その他 3,104 千円

　計 26,569 千円

差入保証金 26,985 千円

その他 860 千円

　計 27,845 千円

※５．―――――――――――――――――――――― ※５．減損損失の内訳は次のとおりであります。

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

岡山県　

岡山市他

営業店舗

(33店舗)

建物 312,587

構築物 40,009

土地 269,472

その他 16,163

合計 638,233
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前連結会計年度
（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

大阪府　

松原市他

賃貸資産

(3件)

建物 10,699

構築物 1,791

その他 540

合計 13,031

当社グループは、独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、営業店舗及び賃貸資産を

基本単位とした資産のグルーピングを行っておりま

す。上記のうち、営業店舗及び賃貸資産につきまし

ては、収益性の低下又は土地の著しい時価の下落に

より、当資産グループの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（651,264千円）

として特別損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しております。正味売却価額につ

いては、固定資産税評価額に基づき算定しておりま

す。

（連結株主資本等変動計算書関係）

 １．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末の
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末の
株式数

普通株式 4,189,000株 22,820株 －株 4,211,820株

（注）発行済株式総数の増加は、株式会社レオとの合併によるものであります。

 ２．自己株式の数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末の
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末の
株式数

普通株式 －株 745,000株 745,000株 －株

（注）自己株式の数の増加及び減少は、株式会社レオとの合併によるものであります。

 ３．剰余金の配当に関する事項

 (1）配当金支払額等

 平成18年1月27日開催第20回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 41,890千円

・１株当たり配当金 10円 

・基準日 平成17年10月31日 

・効力発生日 平成18年 1月28日 

 (2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成19年1月30日開催第21回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 42,118千円

・１株当たり配当金 10円 

・配当の原資 利益剰余金 

・基準日 平成18年10月31日 

・効力発生日 平成19年 1月31日 

－ 連-24 －



（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11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

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

（平成17年10月31日）

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

（平成18年10月31日）

現金及び預金勘定 812,042 千円

現金及び現金同等物 812,042 千円

現金及び預金勘定 633,175千円

現金及び現金同等物 633,175千円

－ 連-25 －



①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年11月 1日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10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．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

6,250 6,163 86

(有形固定資産)
その他

14,227 13,944 282

合計 20,477 20,107 369

――――――――――――――――――――

(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 467 千円

合計 467 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

支払リース料 14,686 千円

減価償却費相当額 13,724 千円

支払利息相当額 188 千円

支払リース料 467千円

減価償却費相当額 369千円

支払利息相当額 1千円

(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

――――――――――――――――――――  （減損損失について）

　 リース資産に配分された減損損失はありません。

 

－ 連-26 －



②　有価証券

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

　その他有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 30,000

計 30,000

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平

成18年10月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

－ 連-27 －



④　税効果会計

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

  
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
 

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

   千円   千円

繰延税金資産（流動）       

賞与引当金   29,800   30,800

貸倒引当金   －   5,300

少額減価償却資産   6,500   6,700

未払事業所税   2,500   3,000

未払事業税   6,800   1,700

未払費用   3,400   3,500

その他   25   45

繰延税金資産（流動）計   49,025   51,045

繰延税金資産（固定）       

貸倒引当金   4,900   1,500

役員退職慰労引当金   40,800   40,800

少額減価償却資産   3,100   3,600

減価償却費   97,200   110,700

減損損失   －   242,700

長期預り金   7,500   4,900

その他   3,720   5,861

繰延税金資産（固定）小計   157,220   410,061

評価性引当金   －   △108,900

繰延税金資産（固定）計   157,220   301,161

繰延税金資産　合計   206,246   352,206

       

繰延税金負債（固定）       

減価償却費   35,027   35,299

繰延税金負債（固定）計   35,027   35,299

繰延税金負債　合計   35,027   35,299

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

  
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
 

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

   ％   ％

法定実効税率   40.4   40.4

（調　　整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目
  1.6   △2.2

住民税均等割   11.9   △7.6

同族会社の留保金課税   1.2   －

在外子会社税率差異等   0.8   1.8

評価性引当額   －   △25.5

合併により引き継いだ税務上の繰越

欠損金
  －   2.5

税額控除   －   0.5

その他   0.4   0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  56.3   10.2

－ 連-28 －



⑤　退職給付

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。なお、在外連結子会社は退職給付制度を採用しており

ません。

２．退職給付費用に関する事項

確定拠出型年金制度掛金　　　13,565 千円

当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。なお、在外連結子会社は退職給付制度を採用しており

ません。

２．退職給付費用に関する事項

確定拠出型年金制度掛金　　　13,738 千円

－ 連-29 －



⑥　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11月１日　至平成17年10月31日）

　当社グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情

報の開示は行っておりません。

 　　　　 当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

  当社グループの飲食事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の

金額の合計額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、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11月１日　至平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自平成17年11月１日　至

平成18年10月31日）

　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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自平成17年11月１日　至

平成18年10月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の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。

－ 連-30 －



⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

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

役員の近親

者が議決権

の過半数を

自己の計算

において所

有している

会社

㈱レオ

（注2）

岡山県 

岡山市
10,000

損害保険代

理業

(被所有)

直接 17.7

兼任

１名

損害保

険代理

業

店舗等の

保険料

(注1)

10,321 － －

　１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）店舗等の保険料については、通常取引の保険料率に基づき決定しております。

（注２）当社役員山野井孝允の近親者が 100％ を直接保有しております。なお、㈱レオは法人主要株主にも該当し

ております。

（注３）平成18年３月１日付で、当社と㈱レオとの合併を予定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

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

役員及びそ

の近親者

（注1,2）

山野井博

基
－ － 会社員

(被所有)

直接 7.2
－ －

当社株式

の取得 
－ － －

山野井久

美子
－ － 会社員

(被所有)

直接 6.3
－ －

当社株式

の取得 
－ － －

山野井健

二
－ － 当社従業員

(被所有)

直接 5.4
－ －

当社株式

の取得 
－ － －

山野井洋

子
－ － －

(被所有)

直接 3.6
－ －

当社株式

の取得 
－ － －

役員の近親

者が議決権

の過半数を

自己の計算

において所

有している

会社

㈱レオ

（注4,5）

岡山県 

岡山市
10,000

損害保険代

理業

(被所有)

直接 17.7

兼任

１名

損害保

険代理

業

店舗等の

保険料

(注3)

13,050 － －

㈱レオと

の合併に

伴う資産

の受入

117,191 － －

㈱レオと

の合併に

伴う負債

の受入

411 － －

　１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）上記の関連当事者は、いずれも当社役員 山野井孝允の近親者であり、㈱レオの株主であります。

（注２）平成18年３月１日付の当社と㈱レオとの合併に伴い、㈱レオの株主に対して当社普通株式767,820株（自己

株式745,000株、新規発行株式22,820株）を交付いたしました。このため、取引金額、科目、期末残高につい

ては、記載しておりません。

（注３）店舗等の保険料については、通常取引の保険料率に基づき決定しております。

（注４）当社役員山野井孝允の近親者が 100％ を直接保有しております。なお、㈱レオは、前連結会計年度末現在

法人主要株主にも該当しておりましたが、当社との合併により解散会社となり、当連結会計年度末現在では、

法人主要株主ではなくなっております。

（注５）㈱レオとの合併比率については、第三者の算定結果（市場株価平均法及び修正簿価純資産額法）をもとに、

合併当事者間による協議の上、決定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 連-31 －



５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは、主として最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりませ

ん。

(2）受注状況

　当社グループは、主として最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、受注実績は記載しておりませ

ん。

(3）販売実績

　当社グループは、主として最終消費者へ直接販売する飲食業を行っております。なお、同事業の売上高、営業利益

及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額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、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。

　当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

前年同期比（％）

飲食事業   

直営店部門（千円） 11,136,525 102.4

ＦＣ部門（千円） 178,855 110.4

計（千円） 11,315,381 102.5

洗車事業その他

（千円）
16,857 －

合計（千円） 11,332,239 102.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．ＦＣ部門の販売実績の主なものは、フランチャイジーからのロイヤリティー収入等であります。

－ 連-32 －



(4）直営店舗の地域別販売実績（飲食事業）

地区・都道府県
当連結会計年度

（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

構成比（％）

関西地区 大阪府 558,799 5.0

山陰地区
島根県 861,687 7.7

鳥取県 88,292 0.8

山陽地区

岡山県 2,055,622 18.5

広島県 1,322,265 11.9

山口県 954,894 8.6

九州地区

福岡県 3,257,635 29.3

佐賀県 703,632 6.3

熊本県 269,456 2.4

海外 米国 1,064,238 9.5

合計（千円） 11,136,525 100.0

　（注）フランチャイジー（FC店）の地域別販売実績は、次のとおりであります。

　なお、フランチャイジー（FC店）の売上高は、当社の売上高に含まれておりませんが、ロイヤリティーの算出の

基礎となるものであります。

地区・都道府県
当連結会計年度

（自　平成17年11月 1日
至　平成18年10月31日）

構成比（％）

関西地区 兵庫県 412,480 10.0

山陽地区

岡山県 524,478 12.6

広島県 894,084 21.6

山口県 602,406 14.5

四国地区
愛媛県 279,490 6.7

高知県 120,378 2.9

九州地区

福岡県 253,925 6.1

長崎県 540,424 13.0

佐賀県 86,297 2.1

大分県 168,938 4.1

宮崎県 76,024 1.8

鹿児島県 190,918 4.6

合計（千円） 4,149,848 100.0

－ 連-33 －


