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１．平成１８年１１月期の業績（平成１７年１２月１日～平成１８年１１月３０日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 5,694 26.2 614 28.8 613 27.1

17年11月期 4,511 － 477 － 482 －

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11月期 302 20.1 63 66 63 40 20.4 25.1 10.8

17年11月期 251 － 1,095 16 － － 32.6 29.3 10.7

（注）①持分法投資損益 18年11月期 －百万円 17年11月期 －百万円

②期中平均株式数 18年11月期 4,752,548株 17年11月期 208,084株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年11月期 2,969 1,984 66.8 384 44

17年11月期 1,919 988 51.5 4,273 63

（注）①期末発行済株式数 18年11月期 5,162,000株 17年11月期 225,600株

②期末自己株式数 18年11月期 －株 17年11月期 －株

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年11月期 625 △775 557 598

17年11月期 491 △493 134 190

２．平成19年11月期の業績予想（平成18年12月1日～平成19年11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 3,305 315 170

通期 6,544 538 290

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　56円34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11月期 － － － － － －

18年11月期 － 6.0 6.0 30 9.4 1.6

19年11月期（予想） － 6.0 6.0    

※　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4ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業の内容について記載いたします。

　当社は、レストランの店舗運営を主たる業務とし、現在はイタリア家庭料理店「元祖にんにくや」、イタリア食堂

「まかない亭」、フードコート「にんにん」等の業態を展開しております。全国各地の大規模商業施設にテナントと

して出店する直営店方式を主体としております。

　店舗においては、「お客様に感動を届ける」を基本コンセプトに、料理及びサービスを消費者に提供しております。

店舗名 店舗数 業務内容

元祖にんにくや　　　　（注）１ 46（1） イタリア家庭料理レストラン

まかない亭　　　　　　（注）２ 4 イタリア家庭料理レストラン

ガーリック・きっちん　（注）３ 1 イタリア家庭料理レストラン

にんにん 2 イタリア家庭料理フードコート店

　（注）１．元祖にんにくやの（　）内の数字は外数で、フランチャイズ店舗数であります。なお、当面フランチャイズ

方式による新規出店計画はありません。

 　　　 ２．駅ビル等、狭小一等地出店を想定して開発したレストランであります。

３．出店地域（広島県）において他の類似店舗と差別化するために、「ガーリック・きっちん」の名称を用いて

おります。

 

［事業系統図］

 お  客  様 

フランチャイズ店 直   営   店 

レストラン経営 レストラン経営 

業務指導 店舗運営 

当     社 

食材・ドリンク等 

仕  入  先 

２．経営方針
  （１）経営の基本方針

　　　　当社は、「お客様に感動を届ける」を基本コンセプトに、料理及びサービスを消費者に提供しております。レス

　　　トラン経営を単にシステムで料理や飲み物を提供する場のみに捉われず、人間のみが提供できる人の心を揺さぶる

　　　ようなサービスのエンターテイメント性が大切であると考えております。レストランは、あくまでもお客様が主役

　　　の場であり主役に楽しんで頂けるための気持ちのよいスタッフサービスの向上、また主役が輝ける空間作りをテー

　　　マとして実践しております。

 

　（２）会社の利益配分に関する基本方針

　　　　当社は、業績動向及び配当性向等を総合的に勘案した上で、株主に対し利益成長に応じた安定的な配当を検討し

　　　つつ、事業拡充による将来の利益貢献を図るため、更なる内部留保の充実に努める予定であります。内部留保資金

　　　につきましては、新規出店投資、人材育成及び内部管理体制強化のための設備投資等の原資とし、競争力の強化を

　　　図ってまいります。当期の期末配当につきましては、1株当たり6円を予定しております。

 

　（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　　　　当社は、株式の流動性の向上及び個人投資家層拡大のため、平成18年4月19日に1株につき20株の株式分割を実施

　　　いたしました。
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　（４）目標とする経営指標

　　　　当社は、投下資本を効率的に運用して安定性を図りながら、高い成長性を維持することを重視しております。

　　　早期の投資回収を高めることを目標としており、投下資本利益率（ＲＯＩ）を意識した投資を行ってまいります。

　　　また、成長性の指標としては前年対比売上高を高めることを目標としております。

 

　（５）中長期的な会社の経営戦略

　　　　当社は、「お客様に感動を届ける」の経営理念に基づき、商品（料理・接客・雰囲気）をお客様のニーズに合わ

　　　せスピーディに対応するとともに、少子高齢化の流れと消費者の食材の関心の高まりの中で、安全と高齢化に適応

　　　した品開発・業態開発に努めてまいります。今後につきましても大規模商業施設への出店を継続しつつ駅前開発も

　　　含めた好立地条件の出店場所の確保や中小規模施設出店においての効率の良い業態の開発にも取り組んでまいりま

　　　す。

 

　（６）会社の対処すべき課題

　　　　企業としての成長性を継続していくためには、優秀な人材の確保及び人材のレベル向上が最重要課題と考えてお

　　　ります。雇用環境の急速な好転から獲得競争が激化する状況にあり、人材確保及び登用に係る費用増加はいたしか

　　　たない事と捉えています。同経費の効率的活用を心掛けつつ当社の知名度の向上を図り、新卒採用及び中途採用を

　　　積極的に行うとともに、当社アルバイトからの正社員登用を拡充し、多くの優秀な社員の採用を目指します。ま

　　　た、店舗での実地訓練を推進し、接客サービスの向上に努め店舗の価値向上を図ります。パート・アルバイトにつ

　　　きましても、サービスの基本を徹底しつつレベルアップを目指し、即戦力として営業基盤の安定に努めたいと存じ

　　　ます。

 

　（７）親会社等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

 

　（８）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。

 

３．経営成績及び財政状態
  （１）経営成績

      当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の動向等に先行き不透明感は残る状況が続いているものの、企業収益

    の好調を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善等により個人消費も緩やかな回復基調で推移いたしました。外食産

　　業におきましては、個人消費の緩やかな回復が反映されておらず、市場規模は縮小しており、中食市場をはじめとし

　　た業種・業態を超えた競争が激化するなど依然として厳しい経営環境が続いております。

　　　このような環境の中、当社は前事業年度に引き続き、大規模複合商業施設の新設に伴う好立地への出店機会を積極

　　的に獲得することに加え、既存の大規模商業施設の増床及びテナント見直し等の出店要請を受け、積極的な店舗展開

　　に努めてまいりました。なお、店舗展開につきましては、駅ビル等、狭小一等地出店を想定したイタリア家庭料理店

　　の新業態「まかない亭」4店舗を含む18店舗の新規出店を実施するとともに、不採算店舗2店舗を閉鎖し、当事業年度

　　末における店舗数は53店舗となりました。

　　　以上の結果、当事業年度の売上高は5,694,308千円（前期比26.2％増）、経常利益613,208千円（前期比27.1％

　　増）、当期純利益302,566千円（前期比20.1％増）となりました。

　　　　　

　（２）財政状態

　　　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが

　　625,160千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが775,083千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フロ

　　ーが557,935千円の獲得となりました。その結果、当事業年度末の資金残高は598,837千円となり、前事業年度末の

　　残高190,824千円に比べ408,013千円増加しております。

　　　当事業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625,160千円となり、前事業年度の491,742千円に比べ133,418千円増加しました。

　　この主な要因は、税引前当期純利益が113,610千円増加したほか、減価償却費が58,554千円増加したことによるもの

　　であります。
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　　（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775,083千円となり、前事業年度の493,739千円に比べ281,344千円減少しました。

　　この主な要因は、前事業年度と比較して、有形固定資産の取得による支出が350,966千円増加したことによるもので

　　あります。

　　　　　　

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果獲得した資金は557,935千円となり、前事業年度の134,508千円に比べ423,427千円増加しました。

　　この主な要因は、株式発行による収入702,839千円があった一方で、長期借入金の返済による支出144,904千円による

　　ものであります。

　　　　

　（３）経営環境の現状と見通し

　　　経済環境の見通しといたしまして、定率減税の廃止や年金問題など個人消費を取り巻く環境に不安要因が残る状況

　　の中、当社は、商業施設における坪売上高上位実績の確保に努め、集客立地である商業施設のみに留まる事なく、好

　　立地への新規出店を積極的に推進していく計画であります。既存店についても、業務の見直しや適正なコスト管理に

　　より収益の確保に努めてまいります。一方、積極的な人材採用及び登用を行う方針による人件費上昇を見込んでおり

 　 ます。

　　　以上により、平成19年11月期の通期の業績は、売上高6,544百万円、経常利益538百万円、当期純利益290百万円を

　　見込んでおります。また次期の配当につきましては、6円（期末配当6円）を予定しております。

 

　（４）事業等のリスク

　　　①人材の確保及び育成について

　　　　当社の経営に係る基本的な方針は「お客様が主役」であり、当該方針を実現できる優秀な人材を如何に確保して

　　　いくかを重要な課題として捉えております。今後においても、当該方針を継続しつつ積極的な出店を継続していく

　　　ためには、従来以上に人材の確保及び育成が重要であり、事業拡大を支えるため内部管理等の人材も充実させる必

　　　要があると認識しております。万一、当社の事業の拡大に応じた人材が十分に確保できなかった場合には、当社の

　　　業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　

　　　②衛生管理について

　　　　当社の営業店舗は「食品衛生法」の規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生

　　　防止及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては食品衛生管理者を置

　　　き、厚生労働省令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。また、営業店舗での食中

　　　毒の発生や腐敗物の提供、未認証の添加物の使用などの違反を行った場合には、所轄の保健所は、当該店舗におけ

　　　る営業許可の取り消し又は営業の全部若しくは一部について期間を定めた営業停止を命じることがあります。

　　　　当社の店舗では、過去において食中毒等の衛生管理上の問題は発生しておりません。しかしながら、当社店舗に

　　　て、万が一何らかの要因で食中毒等の事件が発生した場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

　　　す。

　　　

　　　③食材の安全性について

　　　　食材につきましては、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題や残留農薬等に代表されるように、その安全性への関心が高

　　　まっており、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。当社におきましても、安全かつ安定した

　　　食材の確保については、慎重に取り組んでいく方針ではありますが、以上のような事態が発生した場合、当社の業

　　　績は影響を受ける可能性があります。

 

　　　④短時間労働者（パートタイマー等）について

　　　　当社は短時間労働者の比率が高いため、短時間労働者への社会保険の適用基準の拡大が行なわれた場合には、社

　　　会保険料の増加、短時間労働の就労希望者の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

　　　労働市場の逼迫等により短時間労働者を確保・雇用するためのコストが増加する場合には、当社の業績に影響を及

　　　ぼす可能性があります。

 

　　　⑤出店政策について

   　（a）出店方針

        大型商業施設への店舗展開は集客の相乗効果が期待され、競合他社の郊外型飲食店と比較して低コストの広告宣

      伝で集客ができる、不動産保有リスクが回避できるなどの特徴を有しているため、当社は、全国の大型商業施設に

      店舗展開すべく力を注いでまいりました。
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        しかし今後、都市計画法の施行に伴い１万平方メートル以上の大型商業施設の郊外出店が規制され計画どおりに

      出店が出来ない場合、さらに、出店後に商業施設の環境変化等により商流の変化及び周辺の商業施設と競合等が生

      じることで商業施設自体の集客力が低下した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

     （b）出店形態について

        当社は、大規模商業施設との定期建物賃貸借方式で出店しており、出店時に敷金・保証金を差入れております　

      が、賃借先の倒産等の事由により、敷金・保証金の全部または一部が回収できなくなった場合には、当社の財政状

      態に影響を及ぼす可能性があります。

 

　　　⑥競合等の影響について

　　　　外食産業におきまして、レストラン事業を営む割合が増加し競争激化が予想されます。よって、当社も現状の

　　　「味」「サービス」「雰囲気」の維持及びお客様のニーズ把握による業容の向上が鈍化した場合、当社の業績は影

　　　響を受ける可能性があります。

 

　　　⑦固定資産の減損会計基準の適用について

　　　　外食業界の環境悪化等により、当社において営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイ

　　　ナスになった場合など、固定資産の減損会計基準の適用により減損損失が計上された場合には、当社の業績は影響

　　　を受ける可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年11月30日）
当事業年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   274,824   658,836  384,012

２．売上預け金   317,151   413,185  96,034

３．原材料   18,215   23,894  5,679

４．前払費用   38,468   44,321  5,853

５．繰延税金資産   27,378   13,185  △14,193

６．その他   3,978   10,836  6,858

貸倒引当金   △300   －  300

流動資産合計   679,716 35.4  1,164,259 39.2 484,543

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  829,708   1,282,397    

減価償却累計額  △194,470 635,238  △309,681 972,715  337,477

(2）工具器具備品  146,590   288,265    

減価償却累計額  △66,218 80,372  △123,619 164,646  84,274

(3）建設仮勘定   3,068   26,269  23,201

有形固定資産合計   718,679 37.5  1,163,631 39.2 444,952

２．無形固定資産   1,831 0.1  2,752 0.1 921

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   3,242   4,793  1,551

(2）長期前払費用   40,767   10,646  △30,121

(3）繰延税金資産   38,360   48,905  10,545

(4）敷金・保証金   406,963   540,488  133,525

(5）保険積立金   29,486   34,282  4,796

(6）長期未収入金   1,500   1,500  －

貸倒引当金   △1,425   △1,425  －

投資その他の資産合計   518,894 27.0  639,191 21.5 120,297

固定資産合計   1,239,405 64.6  1,805,575 60.8 566,170

資産合計   1,919,122 100.0  2,969,835 100.0 1,050,713
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前事業年度

（平成17年11月30日）
当事業年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   95,211   126,806  31,595

２．１年内返済予定長期借入
金

  144,904   71,645  △73,259

３．未払金   314,237   446,964  132,727

４．未払法人税等   171,263   164,995  △6,268

５．未払消費税等   32,024   44,778  12,754

６．その他   12,986   17,493  4,507

流動負債合計   770,627 40.1  872,684 29.4 102,057

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   71,645   －  △71,645

２．役員退職慰労引当金   88,719   112,648  23,929

固定負債合計   160,364 8.4  112,648 3.8 △47,716

負債合計   930,991 48.5  985,332 33.2 54,341

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  124,500 6.5  － － △124,500

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  91,290   －   △91,290

資本剰余金合計   91,290 4.8  － － △91,290

Ⅲ　利益剰余金         

１．任意積立金         

別途積立金  450,000   －   △450,000

２．当期未処分利益  321,686   －   △321,686

利益剰余金合計   771,686 40.2  － － △771,686

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   654 0.0  － － △654

資本合計   988,130 51.5  － － △988,130

負債・資本合計   1,919,122 100.0  － － △1,919,122
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前事業年度

（平成17年11月30日）
当事業年度

（平成18年11月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  483,300 16.3 483,300

２．資本剰余金         

    資本準備金  －   450,090   450,090

資本剰余金合計   － －  450,090 15.2 450,090

３．利益剰余金         

    その他利益剰余金         

  別途積立金  －   700,000   700,000

  繰越利益剰余金  －   350,252   350,252

利益剰余金合計   － －  1,050,252 35.3 1,050,252

株主資本合計   － －  1,983,642 66.8 1,983,642

Ⅱ　評価・換算差額等         

    その他有価証券評価差額
金

  － －  860 0.0 860

  評価・換算差額等合計   － －  860 0.0 860

  純資産合計   － －  1,984,503 66.8 1,984,503

負債・純資産合計   － －  2,969,835 100.0 2,969,835
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,511,542 100.0  5,694,308 100.0 1,182,766

Ⅱ　売上原価         

１．期首原材料たな卸高  14,601   18,215    

２．当期原材料仕入高  1,086,110   1,340,003    

合計  1,100,711   1,358,218    

３．期末原材料たな卸高  18,215 1,082,496 24.0 23,894 1,334,324 23.4 251,828

売上総利益   3,429,046 76.0  4,359,984 76.6 930,938

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,951,546 65.4  3,745,101 65.8 793,555

営業利益   477,499 10.6  614,883 10.8 137,384

Ⅳ　営業外収益         

１．販売協力金  9,193   17,604    

２．ロイヤリティ収入  4,700   3,850    

３．雑収入  5,677 19,570 0.4 5,610 27,064 0.5 7,494

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  9,137   2,699    

２．敷金解約損  1,561   355    

３．貸倒引当金繰入額  300   －    

４．株式交付費  1,249   14,760    

５. 株式公開費用  －   7,484    

６．雑損失  2,450 14,700 0.3 3,438 28,740 0.5 14,040

経常利益   482,370 10.7  613,208 10.8 130,838

Ⅵ　特別利益         

  １．受取保険金  －   19,283    

  ２．営業補償金  －   4,116    

 ３．前期損益修正益 ※２ 3,973 3,973 0.1 － 23,400 0.4 19,427

－ 9 －



  
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ －   13,437    

２．減損損失 ※４ －   38,383    

３．前期損益修正損 ※５ 15,164 15,164 0.4 － 51,820 0.9 36,656

税引前当期純利益   471,178 10.4  584,788 10.3 113,610

法人税、住民税及び
事業税

 245,465   278,713    

法人税等調整額  △26,172 219,293 4.8 3,507 282,220 5.0 62,927

当期純利益   251,885 5.6  302,566 5.3 50,681

前期繰越利益   69,801   －  △69,801

当期未処分利益   321,686   －  △321,686
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書　　

 　　 利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年2月21日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   321,686

Ⅱ　利益処分額    

１．取締役賞与金  24,000  

２．任意積立金    

別途積立金  250,000 274,000

Ⅲ　次期繰越利益   47,686

    

　　　 株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金   利益剰余金  

株主資本合計

資本準備金
資本剰余金合

計

その他利益剰余金
利益剰余金合

計別途積立金
繰越利益剰余

金

平成17年11月30日　残高
（千円）

124,500 91,290 91,290 450,000 321,686 771,686 987,476

事業年度中の変動額        

新株の発行 358,800 358,800 358,800 － － － 717,600

別途積立金の積立て － － － 250,000 △250,000 － －

当期純利益 － － － － 302,566 302,566 302,566

利益処分による役員賞与 － － － － △24,000 △24,000 △24,000

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

358,800 358,800 358,800 250,000 28,566 278,566 996,166

平成18年11月30日残高
（千円）

483,300 450,090 450,090 700,000 350,252 1,050,252 1,983,642

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年11月30日　残高
（千円）

654 654 988,130

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 717,600

別途積立金の積立て － － －

当期純利益 － － 302,566

利益処分による役員賞与 － － △24,000

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

206 206 206

事業年度中の変動額合計
（千円）

206 206 996,372

平成18年11月30日　残高
（千円）

860 860 1,984,503
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税引前当期純利益  471,178 584,788 113,610

２．減価償却費  130,457 189,011 58,554

３．役員退職慰労引当金の増加額  19,754 23,929 4,175

４．敷金解約損  1,561 355 △1,206

５．貸倒引当金の増減額（△は減少）  300 △300 △600

６．受取利息及び受取配当金  △15 △117 △102

７．支払利息  9,137 2,699 △6,438

８．受取保険金  － △19,283 △19,283

９．営業補償金  － △4,116 △4,116

10. 固定資産除却損  － 13,437 13,437

11. 減損損失  － 38,383 38,383

12．役員賞与の支払額  △10,000 △24,000 △14,000

13．売上債権の増加額  △45,903 △96,034 △50,131

14．たな卸資産の増加額  △3,981 △5,679 △1,697

15．仕入債務の増加額  5,252 31,595 26,343

16．未払金の増加額  77,558 132,727 55,169

17．その他  15,475 40,800 25,325

小計  670,773 908,197 237,424

18．利息及び配当金の受取額  15 117 102

19．利息の支払額  △9,300 △2,291 7,009

20. 営業補償金の受取額  － 4,116 4,116

21．法人税等の支払額  △169,746 △284,981 △115,235

営業活動によるキャッシュ・フロー  491,742 625,160 133,418

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  △84,000 △60,000 24,000

２．定期預金の払出による収入  － 84,000 84,000

３．有形固定資産の取得による支出  △310,291 △661,257 △350,966

４．投資有価証券の取得による支出  △1,203 △1,205 △2

５．敷金・保証金の差入による支出  △96,520 △156,419 △59,899

６．敷金・保証金の返還による収入  3,096 16,420 13,324

７．その他  △4,821 3,380 8,201

投資活動によるキャッシュ・フロー  △493,739 △775,083 △281,344
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前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純減額  △50,000 － 50,000

２．長期借入金による収入  400,000 － △400,000

３．長期借入金の返済による支出  △403,282 △144,904 258,378

４．株式の発行による収入  187,790 702,839 515,049

財務活動によるキャッシュ・フロー  134,508 557,935 423,427

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  132,510 408,013 275,502

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  58,314 190,824 132,510

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 190,824 598,837 408,013
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同　左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

最終仕入原価法による原価法

原材料

同　左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については、定

額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　９年～27年

(1）有形固定資産

同　左

 (2）無形固定資産

　ソフトウエア（自社利用）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

(2）無形固定資産

　同　左

 (3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同　左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

同　左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　左
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項目
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

６．引当金の計上基準 (2）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。

(2）役員退職慰労引当金

　同　左

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　同　左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同　左

会計処理の変更

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 

─────

１．(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期準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見(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

前当期純利益は38,383千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。

 

─────

 

２.（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1,984,503千円

であり、この適用による増減はありません。

　なお、財務諸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。

 

 　　　　　　　　　　─────

 

３. （役員賞与に関する会計基準）

 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、従来、株主総会決議時に未処分利益の減少と

して会計処理していた役員賞与を当事業年度から発生時に

費用処理しております。この結果、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益がそれぞれ30,000千円減少しております。
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　追加情報

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（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

表示方法）

　「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）に基づき、当

事業年度から法人事業税の付加価値割及び資本割11,296千

円を販売費及び一般管理費として処理しております。

 

 ─────

－ 16 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※１　授権株式数 普通株式　800,000株

発行済株式総数 普通株式　225,600株

 ※１　　

─────　 

 　　　　　  

　２　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が654千円増

加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定

により、配当に充当することが制限されております。

　 ２

 

─────　 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額

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、主要な費用及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 1,223,794千円

水道光熱費 211,836千円

消耗品費 106,040千円

地代家賃 550,810千円

減価償却費 130,457千円

給与手当 1,526,407千円

水道光熱費 260,655千円

消耗品費 140,740千円

地代家賃 691,289千円

減価償却費 189,011千円

※２　前期損益修正益 ※２　

過年度家賃補助負担精算

の受入れ
3,973千円

 

            ──────

                          

                 

 

※３

──────

※３  固定資産除却損

　　　店舗閉鎖に伴う撤去費用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,437千円

 

※４

 

──────

※４　減損損失

　 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

 上しました。　　　

用途 種類 金額

 　　　　店舗

 （尼崎店、東大阪店）

建物、工具器具備

品、長期前払費用
 38,383千円

  　　　減損損失の内訳

　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　29,807千円

　　　　工具器具備品　　　　　　　　　　　　 310千円

　　　　長期前払費用 　　　　　　　　　　　8,263千円

 　　　───────────────────────

　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　38,383千円

　　　当社は、店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小

　　の単位として資産のグルーピングを行っております。

　　上記資産グループの回収可能価額は、正味実現可価額

　　により測定しており、減価償却計算に用いられる税法

　　規定等に基づく残存価額により評価しております。

※５　前期損益修正損 ※５

過年度労働債務 15,164千円 　　　──────
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末

株式数

発行済株式     

普通株式（注）１.２ 225,600株 4,936,400株 － 5,162,000株 

合計 225,600株 4,936,400株 － 5,162,000株 

 （注）１．平成18年4月19日付で1株につき20株の割合を持って株式分割をしております。

　　　 ２．普通株式の発行済株式総数の増加4,936,400株は、普通株式の分割による増加4,286,400株、公募での新株発

　　　　　 行による増加500,000株、第三者割当による新株発行による増加150,000株であります。

 

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度末
残高（千円）

前事業年度末
当事業年度

増加
当事業年度

減少
当事業年度末

平成18年新株予約権（注） 普通株式 － 60,000 － 60,000 － 

合計 － － 60,000 － 60,000 －

　（注）平成18年新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものです。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　　該当事項はありません。

 

(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

　　　次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年2月27日

定時株主総会
普通株式 30,972千円  利益剰余金 6円 平成18年11月30日 平成19年2月28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12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在）

現金及び預金勘定 274,824千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △84,000千円

現金及び現金同等物 190,824千円

現金及び預金勘定 658,836千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60,000千円

現金及び現金同等物 598,837千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

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、

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）

工具器具備品 278,851 138,627 140,224

車両運搬具 22,570 10,925 11,644

ソフトウェア 5,000 1,666 3,333

合計 306,421 151,220 155,201

 
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）

工具器具備品 242,497 152,875 89,622

車両運搬具 22,570 15,439 7,130

ソフトウェア 5,000 2,666 2,333

合計 270,067 170,981 99,085

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

１年内 60,604千円

１年超 104,724千円

合計 165,328千円

１年内 54,774千円

１年超 51,237千円

合計 106,011千円

リース資産減損勘定 －　千円

支払リース料 64,250千円

減価償却累計額 59,314千円

支払利息相当額 5,566千円

支払リース料 60,797千円

減価償却累計額 56,367千円

支払利息相当額 3,658千円

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
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（有価証券関係）

前事業年度（平成17年11月30日）

１．その他有価証券で時価があるもの

 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 2,143 3,242 1,098

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 2,143 3,242 1,098

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 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 2,143 3,242 1,098

２．売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

　該当事項はありません。

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当事業年度（平成18年11月30日）

１．その他有価証券で時価があるもの

 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 3,349 4,793 1,444

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,349 4,793 1,444

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 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 3,349 4,793 1,444

２．売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

　該当事項はありません。

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

　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

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同　左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、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

　デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

(3）取引の利用目的

同　左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しておりますが、これはヘッジ対象取引に係るリスク

と相殺される性格のものであります。また、相手先金融

機関の契約不履行によるリスクは少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

及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、担当者が決

裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同　左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同　左

２．取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 取引の種類

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引

受取変動・支払固定
100,000 100,000 △2,458 △2,458 100,000 100,000 △865 △865

合計 100,000 100,000 △2,458 △2,458 100,000 100,000 △865 △865

　（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価額等に基づいて算定しております。

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び数
当社取締役　5名

当社従業員　3名

ストック・オプション数（注） 普通株式　60,000株

付与日 平成18年4月24日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役または従業員

いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場

合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が

正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

対象勤務期間  定めておりません。

権利行使期間  平成20年5月1日から平成28年3月31日

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末  －

付与  60,000

失効  －

権利確定  －

未確定残  60,000

権利確定後 （株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

②　単価情報

  
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 565

行使時平均株価 （円） －

公正な評価単価（付与日） （円） －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内

訳

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 12,211千円

未払金 15,166千円

計 27,378千円

繰延税金資産（固定）  

減価償却費 2,422千円

役員退職慰労引当金 35,876千円

その他 505千円

計 38,805千円

繰延税金負債（固定）計 △444千円

繰延税金資産（固定）の純額 38,360千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 13,262千円

未払金 2,459千円

前払費用  △2,537千円

計  13,185千円

繰延税金資産（固定）  

減価償却費 3,414千円

役員退職慰労引当金 45,553千円

その他 521千円

計 49,489千円

繰延税金負債（固定）計 △584千円

繰延税金資産（固定）の純額 48,905千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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 40.4％

（調整）  

住民税均等割額 1.7％

留保金課税 3.8％

法定実効税率変更による影響額 0.4％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.5％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割額 1.8％

留保金課税 4.0％

役員賞与 2.1％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3％

３．当期に資本金が１億円超になったことに伴い、当期の

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実

効税率は、前期の41.7％から40.4％に変更されておりま

す。

　この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額

を控除した金額）が2,064千円減少し、当期に計上され

た法人税等調整額（貸方）が2,078千円減少し、その他

有価証券評価差額金が13千円増加しております。

 ３．

 ─────

（持分法損益等関係）

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。
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(関連当事者との取引)

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

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

役員及び

その近親

者

大淵　雅次 － －

当社

代表

取締役

社長

88.65 － －

当社割賦金

に対する債

務被保証

（注）１

－ 未払金 5,481

リース取引

に対する債

務被保証

（注）２

129,989 － －

過年度社宅

家賃の受取

（注）３

3,973 － －

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．当社割賦金について、代表取締役社長大淵雅次より債務保証を受けております。なお、債務保証に伴う保証

料は支払っておりません。

２．当社のリース取引について、代表取締役社長大淵雅次より債務保証を受けております。リース取引に係る債

務被保証の取引金額はリース契約残高を記載しております。なお、債務保証に伴う保証料は支払っておりま

せん。

３．受取賃料については、第６期及び第７期の代表取締役社長大淵雅次に対する社宅家賃当社負担分であります。

４．当社と一部の商業施設等への出店契約に係る債務について、代表取締役社長大淵雅次が連帯保証人となって

おります（平成17年11月30日現在、対象32店舗、平成17年11月末日現在の未払諸経費残高合計62,184千円）。

なお、保証料等は支払っておりません。

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

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

役員及び

その近親

者

大淵　雅次 － －

当社

代表

取締役

 社長

67.80 － －

賃貸借契約

の債務保証

（注）

－ 　　　　－ －

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）　当社と一部の商業施設等への出店契約に係る債務について、代表取締役社長大淵雅次が連帯保証人となって

　　おります。（平成18年11月30日現在、対象30店舗、平成18年11月末日現在の未払諸経費残高合計58,081千

　　円）。

　　なお、保証料等は支払っておりません。

－ 27 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額 4,273.63円

１株当たり当期純利益金額 1,095.16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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

１株当たり純資産額 384.44円

１株当たり当期純利益金額 63.66円

  

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

 

63.40円

　（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。

項目  
前事業年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当期純利益 (千円) 251,885 302,566

普通株主に帰属しない金額 (千円) 24,000 －

（うち利益処分による役員賞与金）  (24,000)  　　　　　　　　　　　－

普通株式に係る当期純利益 (千円) 227,885 302,566

期中平均株式数 (株) 208,084 4,752,548

当期純利益調整額 （千円） － －

普通株式増加数

（うち新株予約権）
（株） 

－

－

19,827

（19,827)

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まれ

なかった潜在株式の概要

（千円） － －
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．当社は、平成18年３月15日開催の取締役会において、

当社株式の分割を決議いたしました。

 

(1）平成18年４月19日付をもって、普通株式１株につき

20株に分割します。

 

 ─────

①　分割により増加する株式数

　普通株式とし、平成18年４月18日最終の発行済株

式総数に20を乗じた株式数とする。

 

 

②　分割方法

　普通株式とし、平成18年４月18日最終の株主名簿

に記載または記録された株主の所有株式数を、１株

につき20株の割合をもって分割する。

 

 

(2）配当起算日

　平成17年12月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

 

 

 

第７期 第８期

１株当たり純資産額
133円93銭

１株当たり純資産額
213円68銭

１株当たり当期純利益
45円40銭

１株当たり当期純利益
54円75銭

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

　潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

同左
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づき、平成18年４月24日開催の臨時株主総会及び同日

開催の取締役会においてストックオプションとして新株

予約権の発行を決議し、平成18年４月24日付で発行して

おります。

 

 

 ─────

(1）発行した新株予約権の数　　　　　　　　 600個  

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数  

普通株式 60,000株   

(3）新株予約権の発行価額

無償

 

 

(4）新株予約権の行使時の払込金額  

１株当たり 565円   

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額及び資本組入額

 

発行価額 565円

資本組入額 283円

  

  

(6）新株予約権の行使期間

　平成20年5月1日から平成28年3月31日

 

 

(7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権

者」という。）は、権利行使時において当社の取

締役または従業員いずれかの地位を保有している

こと、あるいは、当社と顧問契約を締結している

場合に限り新株予約権を行使することができる。

ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由が

あると認めた場合は、この限りではない。

 

 

②　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は

新株予約権を行使することができる。

 

③　その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

④　新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上

場された場合に限り、新株予約権を行使すること

ができる。

 

(8）新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

ものとする。
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 

 比較増減

 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）  金額（千円） 比率（％）

レストラン 1,060,513 97.6 1,315,170 98.1 254,657 124.0

フードコート 25,597 2.4 24,833 1.9 △764 97.0

合計 1,086,110 100.0 1,340,003 100.0 253,893 123.4

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 

 比較増減

 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）  金額（千円）  比率（％）

レストラン 4,425,776 98.1 5,608,491 98.5 1,182,715 126.7

フードコート 85,765 1.9 85,817 1.5 52 100.1

合計 4,511,542 100.0 5,694,308 100.0 1,182,766 126.2

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

６．役員の異動
 　（１）代表者の異動

 　　　　　該当事項はありません。

 

 　（２）その他の役員の移動

　　　　　 該当事項はありません。
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