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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 13,087 (22.1) 2,081 (37.3) 2,057 (32.9)

17年12月期 10,715 (17.6) 1,516 (36.3) 1,548 (32.8)

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12月期 1,176 (34.9) 122 96 122 29 18.3 22.1 15.7

17年12月期 871 (40.2) 91 00 90 04 15.0 19.0 14.5

（注）①持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数 18年12月期 9,564,978株 17年12月期 9,482,224株

③会計処理の方法の変更 無

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

(2）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12月期 9,959 6,862 68.9 713 76

17年12月期 8,633 5,999 69.5 631 81

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 9,614,330株 17年12月期 9,481,084株

②期末自己株式数 18年12月期 7,224株 17年12月期 4,470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12月期 1,878 △766 △347 2,548

17年12月期 1,586 △1,062 △485 1,784

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 6,440 643 370

通期 14,200 2,270 1,310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 135円93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12月期 25.0 25.0 50.0 474 54.9 7.9

18年12月期 25.0 35.0 60.0 576 48.8 8.4

19年12月期（予想） 30.0 30.0 60.0    

（注）18年12月期期末配当金の内訳　普通配当　25円00銭　特別配当　10円00銭

※　上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異な

る結果となる可能性があります。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の３ページを参照

してください。
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１．企業集団の状況
　当社の主な事業内容は、アイスクリームの製造及び直営店での顧客への販売並びにフランチャイジーに対するアイス

クリームの販売及び店舗用設備の賃貸をするとともに、小売売上高の一定率と、フランチャイズ契約締結時に一時金を

ロイヤルティとして受取っております。関係会社との関係は次のとおりであります。

　当社は関係会社（その他の関係会社）であるバスキン・ロビンス　インターナショナル　カンパニーと「ライセンス

及び技術援助契約」を締結しており、日本国内におけるアイスクリーム類の製造・販売並びにフランチャイズ方式によ

るアイスクリーム販売の組織化及び運営に関するノウハウの提供を受けております。売上高の一定率をロイヤルティと

して同社に支払っております。また、当社は、バスキン・ロビンス　インターナショナル　カンパニーと台湾国内にお

ける「テスト契約」を締結し、平成20年12月31日までのテスト期間中、台湾において店舗を開発する排他的権利の提供

を受けております。

　また、当社は関係会社（その他の関係会社）である㈱不二家との間に、バスキン・ロビンス３１アイスクリーム小売

店の運営並びに同アイスクリームに係る商標、意匠、小売店販売方法等の使用に関する「フランチャイズ契約」を他の

フランチャイジーと同様に締結し、同社に対して、アイスクリーム等の販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売

売上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。さらに、同社より一部直営店舗の賃借及び原料の購入をして

おります。

　また、当社は関係会社である㈱不二家の子会社（関連当事者）である不二家乳業㈱から原料を購入し、不二家テクノ

㈱へ店舗用図面の設計を委託し、㈱不二家フードサービスへアイスクリームの販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、

小売売上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。

 　なお、バスキン・ロビンス　インターナショナル　カンパニーは、平成18年5月26日にバスキン・ロビンス・フランチャ

イズド　ショップス　エルエルシーに「ライセンス及び技術援助契約」を譲渡いたしました。よって当社はバスキン・ロ

ビンス・フランチャイズド　ショップス　エルエルシーと「ライセンス及び技術援助契約」を締結いたしました。同契約

の条項に変更はありません。

　以上述べた企業集団における概要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

　当社は、昭和48年の設立以来、高品質で楽しく夢のあるアメリカンタイプのアイスクリームを紹介し、市場のパイ

オニアとして今日のアイスクリームブームを創出してまいりました。

　世界50カ国以上、5,400店にも及ぶサーティワンアイスクリームのネットワークの中で、当社はアメリカに次ぐ重要

な市場として、北海道から沖縄まで、全国に800店以上もの店舗展開をする日本最大規模のアイスクリーム専門店チェー

ンを築くに至っております。このような成長を遂げることができたのは、サーティワンアイスクリームファミリーの

モットーが、お客様の支持を得られたからだと考えております。それは、“We make people happy.”アイスクリーム

を通じてお客様に幸せを届けるということです。高品質でバラエティ豊かなフレーバーのラインナップに加え、たゆ

まざる新製品開発の努力、そして、チェーン店における“おもてなしの心（ホスピタリティ）”の実践にほかなりま

せん。

　以上により社会・株主・フランチャイズ店・社員の信頼と期待に応え共栄をはかることを経営の基本方針といたし

ております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、業績に対応した利益配分を行うことを基本としつつ、株主への利益還元を重視し、安定した配当政策を実

行していきたいと考えております。

　内部留保資金につきましては、フランチャイズ店の店舗用設備の購入資金として活用いたします。

　このような基本方針に基づき、変化の激しい経済情勢や業績などを考慮し、株主各位のご期待に沿うよう努めてま

いります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大を図る上で、投資単位の引下げは経営上の重要課題と認識し、今後

も慎重に検討を重ねてまいります。

４．目標とする経営指標

　当社は諸施策を実施し、下記の数値目標を達成すべく努力してまいります。

平成19年12月期

売上高（百万円） 14,200

経常利益（百万円） 2,270

当期純利益（百万円） 1,310

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社は、経営の基本方針にてご案内の“We make people happy.”のモットーを今後も継続実践すべく、ひとりでも

多くのお客様に幸せをお届けできるよう新規出店の促進、既存店舗の改装推進および更なる店舗オペレーションの向

上に努め、市場における存続と拡張を図ってまいります。

　また、そのための生産設備体制・物流体制の効率化、本部組織体制など、これに対応すべく様々な投資も適切に実

施してまいります。

　一方、サーティワンアイスクリームの強みであるユニークで話題性のあるアイスクリームフレーバーを毎月日本市

場に投入し紹介していくとともに、季節感のあるサンデーの投入、バラエティ豊かなお持ち帰り商品や、工場一環生

産型のアイスクリームのラインナップ強化、各種オケージョン商品の投入など様々なお客様のニーズに応えてまいり

ます。

　更に、サーティワンアイスクリームならではの全国店頭プロモーションやタイアッププロモーションを実施し、お

客様にこれまでにない楽しさや新鮮な驚きを体験していただく“マジカルモーメント”すなわち“魅力的な瞬間”を

提供し続け、存在感をアピールしてまいります。

６．会社の対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、景気の回復基調への期待は高まっているものの、原油価格や米国景気の動向など不

安定な要因も多く、個人消費についても社会保障費の負担増加、各種税負担の増加などにより、先行き不透明な状況

であり、経営環境は依然厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような状況のなか、当社といたしましては、引き続き消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品を提供す
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るとともに、テレビコマーシャルはもとより、常に新鮮な驚きと感動を創出し、お客様を魅了するマーケティングを

展開すると同時に、ローコストオペレーションを徹底し、売上目標、利益目標の達成に取り組み、業績の向上に邁進

してゆく所存であります。
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７．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成18年12月31日現在）

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

株式会社　不二家

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

43.38
株式会社　不二家

東京証券取引所市場一部

ビー・アール　ジャパン　ホールディ

ングス　エルエルシー

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

43.38 なし

(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思われる会社は、株式会社不二家とビー・アール　ジャパン　ホールディ

ングス　エルエルシーであり、その理由は議決権所有割合が同等であることによります。

(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

　企業集団の状況で記載した㈱不二家の子会社である不二家乳業㈱から原料を購入しており、価格については一般

取引と同様、交渉の上市場価格にて購入しております。尚、当社との資本関係はありません。

　また、同様に㈱不二家の子会社である不二家テクノへ店舗用図面の設計を委託しております。取引条件について

は、同社より提示された総原価を検討の上決定しております。尚、当社との資本関係はありません。

　更に、㈱不二家の子会社である㈱不二家フードサービスへアイスクリームの販売及び店舗用設備を賃貸するとと

もに、小売売上高の一定率をロイヤルティとして受取っております。価格その他の取引条件は、当社と関連を有し

ない他の当事者と同様の条件によっており、取引条件的に劣ることはありません。尚、当社との資本関係はありま

せん。

(4）親会社等との取引に関する事項

　その他の関係会社であるバスキン・ロビンス　インターナショナル　カンパニーに対するロイヤルティは、ライ

センス及び技術援助契約に基づいて売上高の一定率を支払っております。

　㈱不二家に対しては、アイスクリームの販売及び店舗用設備を賃貸するとともに、小売売上高の一定率をロイヤ

ルティとして受取っております。価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ております。

　また、同社より受けている当社直営店舗の賃借については、近隣の取引事例を勘案し双方協議の上決定しており、

取引条件的に劣ることはありません。原料の購入についても一般取引と同様、交渉の上市場価格にて購入しており

ます。

８．内部管理体制の整備、運用状況

(1）内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当社における内部牽制組織としては、社長直轄の組織である監査室が債権管理を中心とした業務活動が法令や社

内規定等に基づき適切に行われているかをチェックし、改善に向けた活動を行っております。

　管理部門の配置状況につきましては、総務部、経理部、社長室を設置し稟議制度の運用、社内規程の整備、情報

開示、予算管理等の業務を行っており、全社にわたる内部管理及び統制を実施しております。

　社内規定につきましては、関係法令の改正に対応し、随時諸規定の整備を行っております。

(2）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当期においては、常勤役員、執行役員、各担当部長で構成される部長会議を毎月実施し、月次の業務報告、経営

目標の確認、問題点の把握等のあらゆる面において情報を共有化することに努めてまいりました。

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に伴い、雇用・所得環境にも改善が見られ、個人消

費も緩やかながら回復傾向にありました。

　当アイスクリーム業界におきましては、年初の１月度より天候に恵まれず、7月の長梅雨で厳しい状況がつづきまし

たが、後半は温暖な気候に助けられ一進一退の状況でありました。

　このような状況のなかで、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のテーマであります“We make people 

happy”「アイスクリームを通じて人々に幸せを」をスローガンに消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品を提

供し、業績の向上に取り組んでまいりました。

　今年度のマーケティング施策としては、毎年好評を得ておりますアメリカンキャラクターの「スヌーピー」を使っ

た販売促進活動を実施するとともに、４月より新しいツインベリーチーズケーキのおいしさをメインとしたフレーバー

のバラエティさを訴求したテレビコマーシャルを放映いたしました。

 6～7月にはレギュラー・キッズのいずれのサイズに関わらずダブルのコーン・カップをお買い上げのお客様全員に1

スクープをプレゼントする「チャレンジ・ザ・トリプルキャンペーン」を昨年同様実施し、8月にはキングサイズのシ

ングルコーン・カップをお買い上げのお客様全員にキッズサイズ1スクープをプレゼントしてのせ、かわいいアイスク

リームの雪だるまにする「真夏の雪だるま大作戦」を実施いたしました。この期間にもテレビコマーシャルで大々的

に告知いたしました。

　さらに10月の1ヶ月間にはスピードくじでハロウィングッズをプレゼントするハロウィンキャンペーンを実施し好評

を得ました。

　また、5月9日の「アイスクリームの日」を記念して全国707店舗で夕方の2時間、ユニセフの募金をしてくださった

お客様全員にレギュラーシングルコーンを1つプレゼントする「フリースクープナイト」を実施いたしました。

　店舗開発の状況といたしましては、新しい店舗を160店開設するとともに既存店舗の改装を42店実施いたしました。

その結果、年度末の店舗数は810店となりました。　

　製品開発の面では、ニューフレーバーを毎月登場させたほか、工場完成品ケーキを2種類とフローズンフロート、サ

ンデー、クレープにおいて22種類の新製品を発売いたしました。また、クリスマスには6種類のクリスマスケーキを投

入し、拡販を図りました。

　以上の結果、当期の業績は売上高130億87百万円（前年同期比22.1％増）、経常利益20億57百万円（前年同期比

32.9％増）、当期純利益11億76百万円（前年同期比34.9％増）となりました。

　なお、当期においてストックオプションの権利行使が行われ136,000株の普通株式を発行したため、発行済株式総数

は9,621,554株となり、払込金額103,632,000円の資本組入れにより、資本金は726,523,000円、資本準備金は

232,316,000円となりました。

 

 ２．財政状態

　設備投資の状況につきましては、フランチャイズ店の店舗設備の購入などに９億18百万円を投資いたしました。

　資金調達の状況につきましては、上述の設備投資など当期の所要資金についてはすべて自己資金で充当し、外部か

らの資金調達は行っておりません。

　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）の状況につきましては次のとおりであります。

　当期におきまして営業活動により得られたキャッシュフローは18億78百万円（前年同期比18.4％増）となりました。

これは主に税引前当期純利益が20億42百万円あったほか、減価償却費が８億８百万円、売上債権の増加が３億51百万

円あり、法人税等の支払額が７億10百万円あったためであります。

　投資活動に使用した資金は７億66百万円（前年同期比27.9％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出が７億10百万円、長期前払費用の取得による支出が４億13百万円、敷金の預入による支出が２億56百万円あっ

たほか、投資有価証券の売却による収入が４億94百万円あったためであります。

　財務活動に使用した資金は３億47百万円（前年同期比28.4％減）となりました。これは主に株式の発行による収入

が１億３百万円と配当金の支払による支出が４億44百万円あったためであります。

　その結果、現金及び現金同等物の当期末残高は25億48百万円となり、期首残高の17億84百万円に対し７億64百万円

の増加となりました。
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（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 73.2 69.5 68.9

時価ベースの自己資本比率（％） 191.2 285.5 252.9

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

　（注１）　各指数はいずれも以下の算式により算出しております。

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　÷　営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　営業活動によるキャッシュ・フロー　÷　利払い

　（注２）　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）により計算しております。

　（注３）　各期末において有利子負債が無いため、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは記載して

おりません。

３．事業等のリスク

(1）製品の安全性について

　当社では、安全・安心を第一としたより良い商品を通して、お客様に常に満足と感動を感じていただけるアイス

クリーム専門店チェーンの本部を目指しており、ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）を忠実に実行し、品質管理体

制を強化しております。しかし、予見不可能な原因により製品の安全性に疑義が生じ、製品回収や製造物責任賠償

が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(2）為替動向に関するリスク

　当社では、輸入原材料を原材料全体の30％程度使用しており、一部デリバティブ取引によるヘッジ等を行い為替

の安定に努めておりますが、為替が急激に円安に振れるような事態が発生した場合は、輸入原材料の高騰が考えら

れ、その結果売上原価が悪化し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(3）異常気象の発生

　当社は事業の特性上、売上が天候に左右される傾向にあります。従いまして冷夏等の異常気象が発生した場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

４．次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、景気の回復基調への期待は高まっているものの、原油価格や米国景気の動向など不

安定な要因も多く、個人消費についても社会保障費の負担増加、各種税負担の増加などにより、行先き不透明な状況

であり、経営環境は依然厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような状況のなか、当社といたしましては、引き続き消費者の嗜好に対応した新しく魅力のある商品を提供す

るとともに、テレビコマーシャルはもとより、常に新鮮な驚きと感動を創出し、お客様を魅了するマーケティングを

展開すると同時に、ローコストオペレーションを徹底し、売上目標、利益目標の達成に取り組み、業績の向上に邁進

してゆく所存であります。

　通期の業績につきましては、売上高142億円、経常利益22億70百万円、当期純利益13億10百万円を見込んでおります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31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 1,784,641 2,548,908 764,266

２．受取手形 ※２ 4,009 1,500 △2,509

３．売掛金 1,579,347 1,939,585 360,237

４．製品 217,163 289,894 72,731

５．原材料 221,564 191,514 △30,050

６．貯蔵品 205,757 148,914 △56,843

７．前渡金 58,845 112,690 53,844

８．前払費用 53,778 59,054 5,276

９．繰延税金資産 97,352 57,884 △39,467

10．未収入金 41,530 40,049 △1,481

11．その他 54,821 92,862 38,040

貸倒引当金 △22,095 △24,834 △2,739

流動資産合計 4,296,718 49.8 5,458,024 54.8
1,161,30

6

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 1,212,143 1,222,115  

減価償却累計額 1,009,056 203,086 1,021,521 200,593 △2,493

(2）構築物 170,098 170,098  

減価償却累計額 136,186 33,911 140,592 29,506 △4,405

(3）機械及び装置 1,782,826 1,806,110  

減価償却累計額 1,415,278 367,548 1,484,850 321,259 △46,289

(4）賃貸店舗用設備 1,211,993 1,684,276  

減価償却累計額 688,592 523,401 866,144 818,131 294,730

(5）直営店舗用設備 114,675 97,946  

減価償却累計額 54,727 59,947 49,338 48,608 △11,339
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第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(6）車両運搬具 20,635 18,580  

減価償却累計額 16,947 3,688 16,282 2,297 △1,390

(7）工具器具備品 224,078 258,976  

減価償却累計額 151,872 72,205 177,779 81,197 8,991

(8）土地 226,362 226,362 －

(9）建設仮勘定 － 208,209 208,209

有形固定資産合計 1,490,152 17.3 1,936,165 19.4 446,013

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア 262,695 250,101 △12,593

(2）電話加入権 17,065 17,065 －

無形固定資産合計 279,760 3.2 267,166 2.7 △12,593

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 524,881 19,313
△

505,567

(2）長期貸付金 67,243 52,041 △15,202

(3）従業員に対する長期
貸付金

59,997 28,681 △31,315

(4）破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

173,151 118,336 △54,815

(5）長期前払費用 590,262 673,823 83,560

(6）繰延税金資産 163,670 140,360 △23,310

(7）敷金及び保証金 1,140,295 1,373,408 233,112

(8）その他 3,220 3,220 －

貸倒引当金 △155,498 △111,081 44,417

投資その他の資産合計 2,567,224 29.7 2,298,103 23.1
△

269,121

固定資産合計 4,337,137 50.2 4,501,435 45.2 164,297

資産合計 8,633,856 100.0 9,959,460 100.0
1,325,60

3
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第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31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 282,857 365,940 83,083

２．未払金 748,224 858,735 110,510

３．未払費用 105,936 34,814 △71,122

４．未払法人税等 388,916 551,925 163,008

５．未払消費税等 20,353 45,524 25,171

６．前受金 101,527 123,245 21,717

７．預り金 64,996 68,925 3,928

８．賞与引当金 60,991 64,263 3,272

９．役員賞与引当金 － 12,000 12,000

10．その他 53,616 3,508 △50,107

流動負債合計 1,827,419 21.2 2,128,883 21.4 301,463

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 100,248 110,644 10,395

２．役員退職慰労引当金 136,000 151,900 15,900

３．長期預り保証金 570,923 705,695 134,772

固定負債合計 807,172 9.3 968,240 9.7 161,068

負債合計 2,634,591 30.5 3,097,123 31.1 462,531
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第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 674,707 7.8 － －
△

674,707

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 180,500 －
△

180,500

資本剰余金合計 180,500 2.1 － －
△

180,500

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 168,676 －
△

168,676

２．任意積立金  

(1）特別償却準備金 669 － △669

(2）別途積立金 4,140,000 －
△

4,140,00
0

３．当期未処分利益 871,362 －
△

871,362

利益剰余金合計 5,180,708 60.0 － －
△

5,180,70
8

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

△30,421 △0.3 － － 30,421

Ⅴ　自己株式 ※３ △6,229 △0.1 － － 6,229

資本合計 5,999,264 69.5 － －
△

5,999,26
4

負債資本合計 8,633,856 100.0 － －
△

8,633,85
6
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第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31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   － －  726,523 7.3 726,523

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   232,316   232,316

資本剰余金合計   － －  232,316 2.3 232,316

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   168,676   168,676

(2）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   446   446

別途積立金  －   4,140,000   
4,140,00

0

繰越利益剰余金  －   1,561,221   
1,561,22

1

利益剰余金合計   － －  5,870,344 58.9
5,870,34

4

４．自己株式   － －  △13,563 △0.1 △13,563

株主資本合計   － －  6,815,619 68.4
6,815,61

9

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  3,470 0.0 3,470

２．繰延ヘッジ損益   － －  43,246 0.5 43,246

評価・換算差額等合計   － －  46,717 0.5 46,717

純資産合計   － －  6,862,336 68.9
6,862,33

6

負債純資産合計   － －  9,959,460 100.0
9,959,46

0
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(2）損益計算書

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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  

１．製品売上高 8,288,811 10,177,336  

２．ロイヤルティ収入 1,788,379 2,196,314  

３．店舗用設備賃貸収入 638,069 10,715,260 100.0 714,116 13,087,766 100.0
2,372,50

6

Ⅱ　売上原価  

１．製品期首棚卸高 219,422 217,163  

２．当期製品製造原価 3,669,112 4,678,574  

合計 3,888,535 4,895,737  

３．他勘定振替高 ※１ △20,769 △24,205  

４．製品期末棚卸高 217,163 289,894  

製品売上原価 3,650,602 4,581,637  

５．店舗用設備賃貸原価 ※２ 366,265 4,016,868 37.5 409,208 4,990,845 38.1 973,976

売上総利益 6,698,391 62.5 8,096,920 61.9
1,398,52

9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．運賃及び倉庫料 774,253 920,931  

２．広告宣伝費 1,510,256 1,817,491  

３．ロイヤルティ 98,208 124,245  

４．賃借料 217,752 230,307  

５．従業員給与手当・賞与 627,430 688,094  

６．貸倒引当金繰入額 19,975 －  

７．賞与引当金繰入額 52,201 53,337  

８．退職給付費用 48,951 48,418  

９．役員退職慰労引当金繰
入額

14,500 15,900  

10．雑給 110,717 105,305  

11．減価償却費 362,491 412,959  

12．その他 1,345,619 5,182,357 48.4 1,598,659 6,015,650 46.0 833,293

営業利益 1,516,033 14.1 2,081,270 15.9 565,236
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第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 23,259 12,476  

２．賃貸店舗用什器売却益 30,300 52,931  

３．フランチャイジー店長
教習料

4,833 －  

４．販売済未使用ギフト券
収入

6,346 －  

５．その他 2,593 67,333 0.7 16,975 82,382 0.6 15,049

Ⅴ　営業外費用  

  １．投資有価証券売却損 － 77,157  

２．店舗設備除去損 9,810 15,678  

３．貸倒引当金繰入額 16,965 －  

４．棚卸資産廃棄損 5,330 11,884  

５．その他  2,878 34,985 0.3 1,083 105,804 0.8 70,819

経常利益 1,548,381 14.5 2,057,848 15.7 509,466

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入額 －   13,209    

２．契約違約金収入 －   12,000    

３．固定資産売却益 － － － 1,788 26,998 0.2 26,998

Ⅶ　特別損失  

１．リース解約損 103,209 4,238  

３．固定資産廃棄損 ※３ 22,307 125,517 1.2 38,015 42,254 0.3 △83,263

税引前当期純利益 1,422,864 13.3 2,042,592 15.6 619,727

法人税、住民税及び事
業税

 627,100 856,675  

法人税等調整額 △76,098 551,001 5.2 9,834 866,509 6.6 315,508

当期純利益 871,862 8.1 1,176,082 9.0 304,219

前期繰越利益 236,561 －  

中間配当額 237,062 －  

当期未処分利益 871,362 －  
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製造原価明細書

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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）

Ⅰ　材料費 3,126,699 85.2 4,075,939 87.1 949,241

Ⅱ　労務費 224,302 6.1 265,311 5.7 41,008

Ⅲ　経費 (注)２ 318,110 8.7 337,323 7.2 19,212

当期総製造費用 3,669,112 100.0 4,678,574 100.0
1,009,46

2

当期製品製造原価 3,669,112 4,678,574
1,009,46

2

　（注）１．当社の原価計算の方法は、実際原価による総合原価計算であります。

２．主な経費の明細

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

減価償却費 101,934 97,435

水道・光熱費 69,378 81,177

工場消耗品費 27,640 33,522

機械維持修繕費 42,239 25,563

その他 76,917 99,624

合計 318,110 337,323
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(3）株主資本等変動計算書

第34期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

674,707 180,500 180,500 168,676 669
4,140,00

0
871,362

5,180,70
8

△6,229
6,029,68

6

事業年度中の変動額

新株の発行 51,816 51,816 51,816       103,632

特別償却準備金の取崩     △223  223 －  －

利益処分による剰余金の配当       
△

237,027
△

237,024
 

△
237,027

剰余金の配当       
△

240,419
△

240,419
 

△
240,419

利益処分による役員賞与       △9,000 △9,000  △9,000

当期純利益       
1,176,08

2
1,176,08

2
 

1,176,08
2

自己株式の取得         △7,334 △7,334

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）

51,816 51,816 51,816 － △223 － 689,859 689,635 △7,334 785,933

平成18年12月31日　残高
（千円）

726,523 232,316 232,316 168,676 446
4,140,00

0
1,561,22

1
5,870,34

4
△13,563

6,815,61
9

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12月31日　残高
（千円）

△30,421 － △30,421 5,999,264

事業年度中の変動額

新株の発行    103,632

特別償却準備金の取崩    －

利益処分による剰余金の配当    △237,027

剰余金の配当    △240,419

利益処分による役員賞与    △9,000

当期純利益    1,176,082

自己株式の取得    △7,334

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

33,891 43,246 77,138 77,138

事業年度中の変動額合計
（千円）

33,891 43,246 77,138 863,072

平成18年12月31日　残高
（千円）

3,470 43,246 46,717 6,862,336
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

税引前当期純利益 1,422,864 2,042,592

減価償却費 635,827 808,924

店舗設備除去損 9,810 15,678

リース解約損 103,209 －

投資有価証券売却損 － 77,157

固定資産廃棄損 22,307 38,015

貸倒引当金の増加額（△
減少額）

33,743 △41,678

賞与引当金の増加額 5,528 3,272

退職給付引当金の増加額 16,012 10,395

役員退職慰労引当金の増
加額

14,500 15,900

受取利息 △23,259 △12,476

売上債権の増加額 △244,606 △351,689

たな卸資産の減少額（△
増加額）

△47,258 12,833

仕入債務の増加額 25,269 83,083

未払金の増加額 152,875 24,977

役員賞与引当金の増加額 － 12,000

役員賞与の支払額 △5,000 △9,000

その他 34,145 △48,341

小計 2,155,970 2,681,645

利息及び配当金の受取額 23,341 12,476

リース解約金の支払額 － △104,842

法人税等の支払額 △593,279 △710,846

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,586,031 1,878,433
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第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

△16,165 △9,527

投資有価証券の売却によ
る収入

－ 494,210

有形固定資産の取得によ
る支出

△503,971 △710,038

無形固定資産の取得によ
る支出

△267,075 △68,872

長期前払費用の取得によ
る支出

△357,758 △413,643

敷金及び保証金の預入に
よる支出

△238,155 △256,049

敷金及び保証金の返還に
よる収入

138,621 20,726

貸付による支出 △20,000 －

貸付の回収による収入 27,943 46,518

長期預り保証金の受入に
よる収入

179,426 174,952

その他 △4,892 △44,515

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,062,028 △766,239

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 　　株式の発行による収入 － 103,632

自己株式の取得による支
出

△3,622 △7,334

配当金の支払額 △482,322 △444,224

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△485,945 △347,926

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

38,058 764,266

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,746,583 1,784,641

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,784,641 2,548,908
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(5）利益処分計算書

第33期（平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 871,362

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．特別償却準備金取崩額 223 223

合計 871,585

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 237,027

２．役員賞与金 9,000

（うち監査役賞与金） (1,600) 246,027

Ⅳ　次期繰越利益 625,558

　（注）　日付は株主総会の承認日であります。
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重要な会計方針

 

項目
第33期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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）を採用しております。

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（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）を採

用しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同　　　　左

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

(1）製品及び原材料

　先入先出法に基づく原価法を採用し

ております。

(1）製品及び原材料

同　　　　左

(2）貯蔵品

未貸出店舗用設備

　個別法に基づく原価法を採用して

おります。

(2）貯蔵品

同　　　　左

販売促進用品等

　先入先出法に基づく原価法を採用

しております。

同　　　　左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）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　　　　　　　　15～35年

機械及び装置　　　　　　９年

賃貸店舗用設備　　　６～10年

(1）有形固定資産

同　　　　左

(2）自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

(2）自社利用ソフトウェア

同　　　　左

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同　　　　左
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項目
第33期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５．繰延資産の処理方法 　　　　　　　──────

　

新株発行費

　支払時に全額費用として処理しており

ます。 

 ６．引当金の計上基準  (1）貸倒引当金

 売掛債権及びその他の金銭債権の貸

倒れによる損失に備えるため、一般債

権については過去の経験等を考慮した

繰入率により、貸倒懸念債権等の特定

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

　従業員賞与の支給に充てるため、実

際支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同　　　　左

　　　　　　　──────

　

(3) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。  

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務（当期末自

己都合要支給額から総合設立の厚生年

金基金による要支給額を控除した額）

及び年金資産の額に基づき、当期にお

いて発生していると認められる額を計

上しております。

(4）退職給付引当金

同　　　　左

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労引当金は、役員に対す

る退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

　　　　　同　　　　左
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項目
第33期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理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

　ヘッジ手段は為替予約取引でありま

す。ヘッジ対象は原材料等の輸入予定

取引であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同　　　　左

(3）ヘッジ方針

　外貨建輸入予定取引の為替リスクを

ヘッジするために為替予約を利用し、

為替予約は輸入予定取引の範囲内で

行っております。

(3）ヘッジ方針

　　　　同　　　　左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約取引すべてが将来の輸入予

定取引に基づくものであり、実行の可

能性が極めて高く、ヘッジ手段とヘッ

ジ対象の変動率が同一であることから、

ヘッジ開始時及びその後も継続して双

方の相場変動が相殺されるため、有効

性の評価は省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　　　　同　　　　左

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は、税

抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同　　　　左
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会計処理方法の変更

 

項目
第33期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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。これによる損益

に与える影響はありません。

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。

　従来の資本の部に相当する金額は、

6,819,090千円であります。

　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。 

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

り営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、12,000千円減少しております。
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表示方法の変更

第33期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　　　　　　　　　──────

　

　営業外収益の「フランチャイジー店長教習料」と「販売

済未使用ギフト券収入」は区分掲記しておりましたが、金

額が僅少となったため「その他」に含めて表示しておりま

す。　　　

　なお、当事業年度の「フランチャイジー店長教習料」は、

3,687千円であり、「販売済未使用ギフト券収入」は、

7,679千円であります。

　営業外費用の「棚卸資産廃棄損」は、前期は「雑損失」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

 なお、前期の「棚卸資産廃棄損」は、2,716千円でありま

す。

 　　　　　　　　　　──────

 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増加

額」は、前期は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前期の「未払金の増加額」は、30,744千円であり

ます。

　 　　　　　　　　　──────　

　

　投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の

取得による支出」は、前期は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。

　なお、前期の「無形固定資産の取得による支出」は、

2,492千円であります。

　 　　　　　　　　　──────

　

追加情報

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

　外形標準課税制度の導入に伴い、実務対応報告第12号

「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」（企業会計基準委員会　

平成16年２月13日）に基づき、当期から法人事業税の付加

価値割及び資本割15,651千円を販売費及び一般管理費に計

上しております。

　　　　　　　　　　──────

　

注記事項

（貸借対照表関係）

第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31日）

※１．授権株式数 普通株式　38,003,000株 ※１．　　　　　　　──────

 

　ただし、株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。

　

発行済株式総数 普通株式 　9,485,554株 発行済株式総数 普通株式 　 9,621,554株

※２．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって処理しております。なお、当期末日は金融

※２．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって処理しております。なお、当期末日は金融
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第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31日）

機関の休日であったため次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

機関の休日であったため次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

受取手形 4,009千円 受取手形      1,500千円

※３．当社が保有する自己株式 ※３．　　　　　　　　──────

普通株式 4,470株     
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（損益計算書関係）

第33期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は、主として販売促進のための

見本及びフランチャイジーの店長トレーニング教習

に使用した製品の販売費及び一般管理費への振替で

あります。

※１．　　　　　　 同　　　　左

※２．店舗用設備賃貸原価の内訳の主なものは次のとおり

であります。

※２．店舗用設備賃貸原価の内訳の主なものは次のとおり

であります。

減価償却費 155,624千円

店舗用設備維持修繕費 97,892

賃借料 39,174

店舗用消耗品費 27,109

運賃 14,392

倉庫料 18,050

減価償却費     166,125千円

店舗用設備維持修繕費 115,736

賃借料 40,615

店舗用消耗品費 37,316

運賃 16,365

倉庫料 17,137

※３．固定資産廃棄損の内訳は次のとおりです。 ※３．固定資産廃棄損の内訳は次のとおりです。

直営店舗閉鎖等に伴う店舗設

備廃棄損及び原状回復費用等
11,721千円

本社及び営業所の備品廃棄に

伴う廃棄損等
2,621

工場の設備等の廃棄に伴う廃

棄損等
5,217

トレーニングセンター移設に

伴う設備廃棄費用
2,747

22,307

直営店舗閉鎖等に伴う店舗設

備廃棄損及び原状回復費用等
     22,371千円

工場の設備等の廃棄に伴う廃

棄損等
15,644

38,015
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（株主資本等変動計算書関係）

第34期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（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 9,485,554 136,000 － 9,621,554

合計 9,485,554 136,000 － 9,621,554

自己株式

普通株式 4,470 2,754 － 7,224

合計 4,470 2,754 － 7,224

（変動事由の概要）

　発行済株式の増加数136,000株は、ストックオプションの行使に伴う新株発行によるものであり、自己株式

の増加数2,754株は、単元未満株の買取によるものであります。

 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 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

 提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 159,000 － 136,000 23,000 －

合計 － 159,000 － 136,000 23,000 －

３．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18年３月30日

定時株主総会
普通株式 237,027 25.0 平成17年12月31日 平成18年３月31日

平成18年８月22日

取締役会
普通株式 240,419 25.0 平成18年６月30日 平成18年９月12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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 336,501 利益剰余金 35.0 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第33期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

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記載され

ている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,784,641千円

現金及び現金同等物 1,784,641千円

現金及び預金勘定   2,548,908千円

現金及び現金同等物   2,548,908千円

①　リース取引

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

当期末残
高相当額
（千円）

工具器具備品 193,481 82,755 110,725

ソフトウェア 85,683 49,614 36,068

合計 279,164 132,370 146,794

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

当期末残
高相当額
（千円）

工具器具備品 68,325 33,556 34,768

ソフトウェア 47,737 20,866 26,871

合計 116,062 54,422 61,639

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 44,269千円

１年超 109,199千円

合計 153,469千円

１年内 24,695千円

１年超 39,310千円

合計 64,005千円

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 75,756千円

減価償却費相当額 67,123千円

支払利息相当額 8,374千円

支払リース料 39,436千円

減価償却費相当額 35,788千円

支払利息相当額 3,723千円

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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②　有価証券

第33期（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 10,980 17,936 6,955

(2）その他 － － －

小計 10,980 17,936 6,955

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）その他 565,201 506,944 △58,257

小計 565,201 506,944 △58,257

合計 576,182 524,881 △51,301

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

第34期（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 13,461 19,313 5,852

(2）その他 － － －

小計 13,461 19,313 5,852

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）その他 － － －

小計 － － －

合計 13,461 19,313 5,852

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

494,210 － 77,157
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③　デリバティブ取引

第33期（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約取引であります。ヘッジ対象は原材料等の輸入予定取引であります。

ヘッジ方針

外貨建輸入予定取引の為替リスクをヘッジするために為替予約を利用し、為替予約は輸入予定取引の

範囲内で行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

為替予約取引すべてが将来の輸入予定取引に基づくものであり、実行の可能性が極めて高く、ヘッジ

手段とヘッジ対象の変動率が同一であることから、ヘッジ開始時及びその後も継続して双方の相場変

動が相殺されるため、有効性の評価は省略しております。

(2）取引に係る取組方針

デリバティブ取引については、為替相場変動によるリスクを抑えることを目的としており、投機目的の

取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引については、為替相場変動によるリスクを抑えることを目的としており、取引に関す

るリスクは重要なものではありません。また、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い銀行等に限

定しているため、相手先の契約不履行等の信用リスクはないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの管理体制

社内規程に基づく決裁のもと経理部が取引の執行及び管理の主管部署となり、リスク管理を行っており

ます。

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しており、該当事項はありません。

－ 30 －



第34期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約取引であります。ヘッジ対象は原材料等の輸入予定取引であります。

ヘッジ方針

外貨建輸入予定取引の為替リスクをヘッジするために為替予約を利用し、為替予約は輸入予定取引の

範囲内で行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

為替予約取引すべてが将来の輸入予定取引に基づくものであり、実行の可能性が極めて高く、ヘッジ

手段とヘッジ対象の変動率が同一であることから、ヘッジ開始時及びその後も継続して双方の相場変

動が相殺されるため、有効性の評価は省略しております。

(2）取引に係る取組方針

デリバティブ取引については、為替相場変動によるリスクを抑えることを目的としており、投機目的の

取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引については、為替相場変動によるリスクを抑えることを目的としており、取引に関す

るリスクは重要なものではありません。また、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い銀行等に限

定しているため、相手先の契約不履行等の信用リスクはないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの管理体制

社内規程に基づく決裁のもと経理部が取引の執行及び管理の主管部署となり、リスク管理を行っており

ます。

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しており、該当事項はありません。
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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、退職金規程に基づき退職一時金制度を採用し、適格退職年金及び厚生年金基金（外食産業ジェフ厚

生年金基金）に加入しております。

　当該厚生年金基金につきましては、総合設立型の厚生年金基金であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に計算することができませんので、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しておりま

す。なお、同基金の年金資産残高のうち当社の加入人員割合に基づく平成18年３月31日現在の年金資産残高は

313,000千円であり、当期中の要拠出額は23,769千円であります。

２　退職給付債務及びその内訳

第33期
（平成17年12月31日）

第34期
（平成18年12月31日）

(1）退職給付債務（千円）

(2）年金資産（千円）

(3）退職給付引当金（千円）

△406,445

306,196

△100,248

△448,993

338,349

△110,644

　（注）　退職給付債務の算定方法としては簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(1）勤務費用（千円）

(2）退職給付費用（千円）

61,558

61,558

63,386

63,386

　（注）１．退職給付費用の算定方法としては、簡便法を採用しております。

２．総合設立型の厚生年金基金にかかる要拠出額は勤務費用に含めております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定方法としては簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。
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⑤　ストック・オプション等関係

第34期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日） 

 　　　 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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⑥　税効果会計

第33期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産

役員退職慰労引当金繰入額 55,352

退職給付引当金超過額 37,132

リース解約損否認 31,827

未払事業税否認 29,871

賞与引当金損金算入限度超過額 24,823

貸倒引当金損金算入限度超過額 37,093

その他有価証券評価差額金 20,879

ソフトウェア償却超過額否認 12,561

投資不動産評価損否認 9,737

その他 2,057

繰延税金資産合計 261,336

繰延税金負債

特別償却準備金 △313

繰延税金負債合計 △313

繰延税金資産の純額 261,023

繰延税金資産

役員退職慰労引当金繰入額 61,823

退職給付引当金超過額 32,728

未払事業税否認 38,046

賞与引当金損金算入限度超過額 26,155

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,026

ソフトウェア償却超過額否認 10,006

執行役員退職給与引当金繰入額否認 12,303

投資不動産評価損否認 9,737

その他 16,482

繰延税金資産合計 230,308

繰延税金負債

繰延ヘッジ利益 29,681

その他 2,381

繰延税金負債合計 32,063

繰延税金資産の純額 198,245

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

住民税均等割 0.3％

ＩＴ投資促進税額控除 △3.5％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.7％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4％

住民税均等割 0.1％

修正申告による追加納付 1.1％

ＩＴ投資促進税額控除 △0.9％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　42.4％
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⑦　関連当事者との取引

第33期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

第34期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
第33期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第34期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 631円81銭    713円76銭

１株当たり当期純利益 91円00銭   122円96銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 90円04銭   122円29銭

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

あります。

第33期
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

第34期
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額（千円）

当期純利益（千円） 871,862 1,176,082

普通株主に帰属しない金額（千円） 9,000 －

（うち利益処分による役員賞与金

（千円））
(9,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 862,862 1,176,082

期中平均株式数（株） 9,482,224 9,564,978

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 100,618 51,963

（うち、旧商法280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権（ストックオプション）

（株））

(100,618) (51,963)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

第33期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

第34期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
１．生産実績

 （単位：千円未満切捨）

品目

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前期増減率

金額 金額 ％

アイスクリーム 6,887,225 8,851,960 28.5

シャーベット 486,849 537,598 10.4

スペシャリティデザート 632,621 820,569 29.7

合計 8,006,696 10,210,128 27.5

　（注）１．金額はフランチャイジーに対する卸売価格を使用しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注状況

　当社は見込生産を行っているため当該事項はありません。

３．販売実績

 （単位：千円未満切捨）

品目

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前期増減率

金額 金額 ％

製品

アイスクリーム 7,205,296 8,901,977 23.6

シャーベット 476,667 537,882 12.8

スペシャリティデザート 601,905 731,798 21.6

クレープ 4,942 5,677 14.9

小計 8,288,811 10,177,336 22.8

店舗用設備賃貸収入 638,069 714,116 11.9

ロイヤルティ収入 1,788,379 2,196,314 22.8

合計 10,715,260 13,087,766 22.1

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

６．品目別受注状況
　当社は受注生産を行っておりません。
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７．役員の異動

（平成19年３月29日付）

 

 １．代表者及び代表取締役の異動

　該当事項はありません。

２．新任取締役候補

 取締役副社長　尾崎　仙次　（現　上席執行役員　マーケッティング部長）

 

 

 ３．新任監査役候補

 常勤監査役　遠山　一彌　（現　執行役員　経理部長）

監査役　　　高橋　健一　（現　公認会計士・税理士） 

監査役　　　中島　隆一　（現　株式会社マイクロメイツ　取締役ＣＦＯ） 

（注）新任監査役候補の高橋健一及び中島隆一は、会社法第２条第16号及び第335条第３項

　　　に定める社外監査役の要件を満たすことになります。 

 

 

 ４．退任予定取締役

打橋　寿一　（現　取締役副社長）

藤井　隆三　（現　非常勤取締役） 

 

 

 ５．退任予定監査役

小城　捷信　（現　常勤監査役）

小城　修一　（現　非常勤監査役） 

井出　潔　　（現　非常勤監査役） 

 

 

 ６．昇格予定取締役 

常務取締役　生産本部長　近藤　太三　（現　取締役　生産部長）
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