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１．平成19年2月期の連結業績（平成18年3月1日～平成19年2月28日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は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 ％

19年2月期 16,943  (△17.0) 294  (－) 113  (－)

18年2月期 20,417 (△6.8) △571 (－) △823 (－)

 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 ％ ％ ％

19年2月期 △8,479  (－) △276 07 － － △437.0 0.6 0.7

18年2月期 △1,519 (－) △83 03 － － △34.2 △3.2 △4.2

（注） ①持分法投資損益 19年2月期 －百万円 18年2月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 19年2月期 30,888,097株 18年2月期 18,295,026株

 ③会計処理の方法の変更 有

 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。

 ⑤前連結会計年度の売上高には営業収入を含めております。

(2)連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年2月期 12,232 12 0.1 △84 50

18年2月期 25,989 3,861 14.9 211 16

（注） 期末発行済株式数（連結） 19年2月期 38,283,568株 18年2月期 18,287,155株

(3)連結キャッシュ・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

19年2月期 1,240 3,354 △4,791 969

18年2月期 △374 △739 1,044 1,166

(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 2 社　持分法適用非連結子会社数 ―社　持分法適用関連会社数 ―社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ―社　（除外） １社　持分法（新規） ―社　（除外） － 社

２．平成20年2月期の連結業績予想（平成19年3月1日～平成20年2月29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 11,824  603  464  

通　期 24,180  1,432  1,575  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 38円 63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。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、ステーキ・居酒屋等のレストラン等の経営及び食品等の販売を主な内容とする事業を営んでお

ります。また、当社グループは、親会社の株式会社コロワイドにより構成されるコロワイドグループに属しており

ます。

　事業内容と当社、関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

（１）飲食事業

主要な会社名 主要な事業内容

当社 レストラン経営

㈱エムワイフーズ タレ製造・肉類等の加工及び販売

㈱宮地ビール 酒類の製造・販売

　以上の当社グループについて図示すると次のとおりであります。尚、平成18年12月８日付で完全子会社であっ

た株式会社日総トレードを吸収合併しております。

 

株式会社 宮地ビール 

     （飲食事業） 
株式会社 エムワイフーズ 

       （飲食事業） 

設備の賃貸 設備の賃貸 タレ等の販売 酒類の販売 

お  客  様 

株式会社 ジクト （飲食事業） 

商品とサービスの提供 

 
（注） 

 

      （注）当社は、平成19年３月31日にアムゼ株式会社と合併し（存続会社は当社、消滅会社はアムゼ株式会社）、

            会社名を「株式会社ジクト」、英訳名を「Zict Inc.」に変更しております。　　　 
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社は“食”を通じて「豊かな食文化に貢献する」を基本理念とし、市場環境の変化に対応した「価値ある商

品」及び「おもてなしの心」を提供することにより、一人でも多くのお客様のニーズに応えていくことが、企業

の成長性を維持・拡大し、株主様他すべての関係者の期待に応えられるものと考えております。

（２）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、近年無配の状態が続いておりますが、財務体質強化、収益力強化を行い、出来るだけ早く配

当を実施できるように全社一丸となって努力してまいる所存であります。

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、安定的で活力ある株式市場の確立には個人投資家層の積極的な参入が不可欠であり、そのためには株

式投資単位の引き下げが、有効な施策であると認識しております。

　当社といたしましては、業績及び株式市場の動向等を考慮し、その方法、効果等を充分に検討を加えた上で対

応する所存であります。

  （４）目標とする経営指標

 　　　　 当社は、経営環境の変化に対応し、収益力を向上させる体制を強化してまいります。「一株当たり利益」

　　　　と「株主資本利益率」を重要な経営指標ととらえ、その向上を目指しております。

 

（５）中長期的な経営戦略ならびに対処すべき課題

　当中間連結会計期間において、当社グループは引き続き店舗を重視した現場主義を徹底してまいります。また、お

客様からより信頼される企業として発展するために以下に掲げる課題に積極的に取り組み、経営体質の強化に努めて

まいります。

  ① 収益性の高い経営基盤の確立

　　　既存業態のメニュー・サービス内容及びオペレーションコストを抜本的に見直し、より収益性の向上を図る

　　とともに、不採算店舗のスクラップを積極的に実施すると同時に、既存店の立地環境を見直し、より良い立地

　　への出店を推進し、収益性の改善と利益の確保を図ります。

  ② 業態別競争力の強化

　　　各業態の特性（当社でしか味わうことのできない商品・サービス・雰囲気）を確立し、様々なお客様のニー

　　ズに積極的に応えるとともに、外食マーケットの変化への対応、リスク分散できる体制を構築するため、新た　

　　な業態を開発してまいります。

　③ 商品開発及び仕入システムの革新

　　　お客様のニーズを的確に捉えたメニュー及び他社との差別化メニューの開発は、競合がいっそう厳しくなっ

　　た外食産業においては不可欠であると考えます。「料理のおいしさ」、「安心・安全」、「ヘルシー」、「オ

　　リジナリティー」をもつ新メニューの開発に積極的に取り組んでまいります。また店舗オペレーションの効率

　　化を目的とした独立ブランド商品の開発及びその実現に向けた仕入システムの革新を進めてまいります。

　④ 社員教育の強化

　　　経営課題を実行するためには、社員の意識改革、能力開発が必要であります。これを確立するため社員教育

　　の強化を図ってまいります。本社での店長及び職位毎の会議、各地区で行われるブロック店長会議での意識付

　　け、また、エリアマネージャーによる徹底した指導を行うことにより、従業員一人一人が自ら『経営』を考え

　　ることができるよう、意識改革・能力開発を図ってまいります。

　さらに、不適切な会計処理が発見できなかった内部管理体制の強化及びコンプライアンスに対する役員、全従業員

の意識改革を重要課題と認識し、抜本的な管理体制の改善に取り組んでおります。健全経営を確立し、株主及び投資

家の皆様に適時・適切な情報開示が行えるよう改革を実践して参ります。

 なお、改善すべき点として以下の６項目に取り組んでいます。

　① 内部統制機能の強化

　　  組織及び社内業務処理体制の再構築を行います。
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　② 取締役会の意思決定の改善

　　  経営陣を大幅に変更しガバナンス体制の強化を図るとともに、取締役会の機能を充実させます。

　③ 監査機能の強化

　　  社外より監査役を招聘するとともに内部監査室を増員し、緻密な監査の実施を目指します。

　④ 本部組織の職務と担当者の長期にわたる固定化の抑制

　　  活発な人事異動を行い職務と担当者の流動化を図ります。

　⑤ コンプライアンス（法令遵守）に対する社員の意識向上

　　  外部より招聘した取締役を中心として、社内に法令遵守に対する意識を徹底して参ります。

　⑥ 適切な法定開示・適時開示体制の強化

　　  適時開示に係る社内体制を構築するとともに、情報開示への認識を深めて参ります。

　（６）親会社等に関する事項

　①親会社等の商号

 

親会社等 属性 議決権所有割合（％）
発行する株券が上場されてい

る証券取引所等

 株式会社コロワイド  親会社  　　　　52.2％
 株式会社東京証券取引所

 市場第一部

　

　②親会社等との関係

当社及び親会社の企業グループは、外食事業を営んでおります。当社はステーキ専門レストランを中心としたレス

トラン事業と居酒屋事業を営んでおり、親会社の企業グループと類似した事業を営んでおりますが、ステーキ部門

においては当社独自の事業領域となっております。ただし、外食事業を営むにあたっては親会社の企業グループと

の一定の協力関係を保つ必要があると認識しております。

そこで監査役機能の強化を目的として、親会社の取締役２名が当社の非常勤監査役に就任しております。尚、親会

社よりの出向者の受入れは現状ございませんが、10月にはグループのブランドの一つであります「いろはにほへ

と」（居酒屋）を、親会社協力のもと新規出店いたしました。

　更に当社は食材等共同仕入を目的として親会社の企業グループの１社である株式会社コロワイドＭＤと一定の協

力関係を構築しておりますが、取引条件等の決定には、通常の取引条件と著しく異なる条件下で取引が行われるこ

とはございません。

　経営判断事業展開におきましては、親会社の指示に基づいて行うのではなく、親会社との特別利害関係者に該当

する者がいない取締役で構成する取締役会において独自の意思決定を行っております。また、親会社も各小グルー

プ会社の自立性を保つことを基本方針とし、グループ各社の経営方針の決定は各社に委ねることを明確に謳ってお

ります。

　よって、当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針ではありますが、一定の

独自性は確保されていると認識しております。

　（役員の兼務状況）　

役　　　員 氏　　　名
親会社等またはそのグループ

企業での役職
就任理由

 非常勤監査役  野尻　公平
 親会社株式会社コロワイド

専務取締役

 監査役機能強化の為、当社

から就任依頼

 非常勤監査役  宇夫方　兼治
 親会社株式会社コロワイド

取締役

 監査役機能強化の為、当社

から就任依頼

（注）当社の取締役４名、監査役３名のうち、親会社との兼任役員は当該２名のみであります。　

　 

　　③親会社等との取引に関する事項

　株式会社コロワイドＭＤより食材等の購入をしており、当連結会計年度末の買掛金は636百万円であります。 
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　（７）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は企業運営の透明性と公平さを確保し、経営倫理が確保されることが重要な経営課題と考えております。

《コーポレートガバナンスに関する施策の状況》　

　　①　会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織、その他のコーポレートガバナン　　　

　　　　ス体制の業況

 　　　　　 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名と社外監査役２名で監査役会を構成しており

　　　　　　ます。監査役は取締役会、並びに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行につい

　　　　　　て厳正な経営監視を行っています。

 　　　　　　 経営監視機能の強化を図るべく、監査役は定期的に行われる取締役会のほか重要な会議に出席

　　　　　　し、さらに事業所（店舗）に出向き、適法性、効率性、社会性の監査を実施しております。

　　　　　　　会計監査人はあずさ監査法人に委嘱し、定期的な監査のほか、必要に応じて適時アドバイスを

　　　　　　受けております。その他法律事務所と顧問契約を結んでおり、必要に応じて法律問題全般について

　　　　　　助言と指導を受けております。

 　　　 ②　会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係、その他の利害関係の概要

　　　　　　　当社の社外監査役の野尻公平、宇夫方謙治は、親会社の株式会社コロワイドの取締役であります。

　　　　　　２名との間には、取引関係その他利害関係はありません。

 　　　 ③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

　当社は業務遂行を効率的に行うために、経営課題の協議の場として毎月２回の取締役会を開催しておりま

す。なお同取締役会には、常勤監査役１名のほか社外監査役２名も出席し、重要事項の意思決定に関し、厳

正な監視を行える体制をとっています。

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況

        《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、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備

          状況》

　当社は、内部管理体制として、各部門に部門長を置き、その執行状況を定例的な部門長会議にて報告し、各

部門間における内部牽制機能の充実を図っております。

　また、内部牽制組織として、内部監査室を設置し、業務執行に関する監視・指導を実施しております。

社内規程の整備状況としましては、社内ルールを適宜見直し、実態に合っていないものは改善し、また不備な

ものは新設できるように、社内ルール改善チームを編成し社内規程の整備に努めております。

《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》

　内部牽制組織としての内部監査室の増員を行い、本部・店舗における監査を強化しております。

また、業務の問題・改善点の提起や不正の告発等の報告を行う「業務改善報告制度」を導入し、内部牽制機能

の強化を行っております。

　さらに、従来経理部門にておこなっていた予算策定を分離するために予算策定部署と経理担当部署を独立さ

せ、担当役員・社員とも別の人員を配置し内部牽制機能の充実を図っております。

 

（９）その他会社の経営上の重要な事項

　　当社は平成19年3月31日をもってアムゼ株式会社を吸収合併いたしました。合併の内容については、　

　以下のようになっております。

　アムゼ株式会社との合併

　①合併の目的

　　当社は、平成18年7月に株式会社コロワイド及び主要取引金融機関に対する第三者割当増資を実施

　し、コロワイドグループの支援のもと、遊休資産の処分及び本業である飲食事業への特化を進めてま

　いりました。一方、アムゼ株式会社は同グループの一員として、東北地区を中心に「寧々家」・「い

　ろはにほへと」等の居酒屋事業の強化・展開を図っており、同分野強化のパートナーとして最適な企

　業であると認識しております。

　両社のノウハウを統合し、より効果的な業態・店舗開発及び本部運営を目的として平成19年3月31日付

　けで合併を致しました。

 

　②合併に関する事項

　（ⅰ）合併の方法　　　　吸収合併

　（ⅱ）存続会社名　　　　株式会社宮

　　　　　　　　　　　　　尚、合併に伴い、会社名を「株式会社ジクト」英訳名を「Ｚｉｃｔ Ｉｎ
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　　　　　　　　　　　　　ｃ.」に変更しております。

　（ⅲ）消滅会社名　　　　アムゼ株式会社

　　　　　　　　　　　　（宮城県仙台市、資本金400百万円、代表取締役社長　小澤　俊治）

　（ⅳ）合併に際しての株式の発行及び割当

　　　　　　　　　　　　　普通株式　178,735,048株

　　　　　　　　　　　　　また、当社は、その保有する自己株式24,952株を合併による株式の割当に

　　　　　　　　　　　　　充当するものと致します。

　（ⅴ）資本金の増加　　　資本金の増加はございません。

　（ⅵ）合併期日　　　　　平成19年3月31日

　（ⅶ）合併登記の日　　　平成19年4月2日

　（ⅷ）相手会社の主な事業の内容、規模

　　　　　　　　　　　　　主な事業の内容　

                          東北地区における直営・ＦＣ飲食チェーン（カラオケ含む）及びレンタル

                          ビデオ店の経営

　　　　　　　　　　　　　規模

　　　　　　　　　　　　（平成18年3月期）売上高　　　６，７６２百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当期純利益　　　２５８百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資産　　　　７，９５７百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 負債　　　　４，７８８百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 純資産の額　３，１６９百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 従業員数　　　　１４９人　　　　　　　　　　　　
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３．経営成績及び財政状態
 １．経営成績

（１）企業集団の営業の経過及び成果

    （営業の状況）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の出遅れ感があるものの、雇用・所得環境の改善や企業収益

の改善に伴う設備投資の増加等により、緩やかな回復基調のもとで推移してまいりました。

　当社グループの基幹となる外食産業におきましては、ノロウイルスの流行や飲酒運転、駐車禁止に関する規制

強化等、依然として厳しい状況のもとに推移いたしました。

　当社グループにおきましては、減損会計の適用により75億円の減損損失が発生し債務超過の可能性があったも

のの、平成18年７月14日に第三者割当増資による株式の発行を行い普通株式20百万株（発行価額18億円）を株式

会社コロワイドに割当て同社の子会社となるとともに同社に対して転換社債型新株予約権付社債（発行価額22億

円）を発行いたしました。また、株式会社足利銀行、株式会社栃木銀行、株式会社東和銀行に無議決権優先株式

（総額32億円）を発行いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、事業再構築の一環として、業務の効率化、原価率の改善、経費削減を

行い、また、外食事業への特化・集中を進める観点から外食事業以外の事業に係る資産及び遊休資産の早期売却

に取り組んでおります。さらに不採算店舗の閉鎖等を積極的に行いました結果、新店4店舗を含めた直営店は148

店舗となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は16,943百万円（前年同期比17.0％減）、経常利益113百万円(前年同期は△

823百万円)、当期純損失8,479百万円（前年同期は1,519百万円）となりました。　

（セグメント別の状況）

＜飲食事業＞

　飲食事業につきましては、飲食事業来店客数の増加と売上の確保を図るため、季節メニューの導入、グランド

メニューの改定など諸施策を実施してまいりました。

店舗の出退店につきましては、宇都宮市に１店舗、守谷市に１店舗、アリオ亀有に２店舗、新規出店し、32店舗

を閉鎖いたしました。その結果「ステーキ宮」を中心とした洋食業態は60店舗、「和処ダイニング暖や」を中心

とした和食業態は新業態の「いろはにほへと」を１店加えて73店舗、その他19店舗となり、当連結会計年度末の

飲食店舗は152店舗、うちフランチャイズ店は４店舗となりました。

以上の結果、売上高は16,805百万円（前期比11.1％減）となりました。

＜不動産関連事業＞

　不動産関連事業につきましては、前連結会計年度まで株式会社日総トレードにおいて売上が計上されましたが、

当期首より営業を停止しております。また、不動産関連の賃貸収入は当連結会計年度より会計処理の変更により

営業外収益の区分において計上しているため、売上高の計上はありません。

　

＜福祉介護事業＞

　福祉介護事業につきましては、外食事業への特化・集中による施設の売却等により平成18年８月31日までに全

施設を売却及び閉鎖しております。

　以上の結果、売上高は138百万円（前年同期比46.9％減）となりました。

（２）来期の見通し

　　　　今後のわが国経済は、原油価格の動向も落ち着き、企業業績緩好調を背景に設備投資は堅調、個人消費　

　　　も底堅く、引き続き回復基調が続くものと予想されます。

　　　　外食産業におきましては、業界内競争は益々熾烈を極め、引き続き厳しい状況が続くと思われます。

　　　　当社グループはこのような厳しい環境の中、引き続き店舗を重視した現場主義を徹底してまいります。

　　　また、社員の意識改革を図るとともに店舗での商品管理を徹底し、原価の低減を図ってまいります。

　　　　既存店舗につきましても収益性の向上を図るため、業態変更を積極的に行い、収益改善を優先した諸施

　　　策を推し進め、経営基盤の強化に努めてまいります。

　　　　さらに平成19年３月31日付で吸収合併したアムゼ株式会社とのシナジー効果が期待されます。

 　　　 来期の見通しにつきましては、売上高24,180百万円、経常利益1,432百万円、当期純利益1,575百万円

　　　となる見込です。　　　
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（３）財政状態

 　　　　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動によ

　　　　るキャッシュ・フロー等の支出がありましたが、前連結会計年度末に比べて196百万円減少し、当連

　　　　結会計年度末は969百万円となりました。

　　　　　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1,240百万円（前年同期は374百万円の使用）となりました。 

　これは、主にたな卸資産の減少、仕入債務の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は3,354百万円（前年同期は739百万円の使用）となりました。

　これは、主に有形固定資産の売却、差入保証金の回収等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）

　財務活動の結果使用した資金は4,791百万円（前年同期は1,044百万円の獲得）となりました。

　これは、主に有利子負債の返済によるものであります。

これらの結果、現金及び現金同等物は969百万円となりました。

 

（４）事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財政状態において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。 

①原材料の安定調達及び価格の高騰

当社グループの基幹となる外食事業におきまして、提供しておりますメニューのうち主に洋食部門で使用してい

る輸入牛肉は、政府による輸入禁止措置などにより、その調達が困難になる可能性があります。また輸入牛肉を含

む食材につきましては、市場価格ならびに異常気象などの影響による不作等により食材価格が変動し、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②販売価格

外食産業におきましては、個人消費の低迷、同業他社との競争激化などにより、販売価格を引き下げる要因になっ

ております。今後この価格競争の状況によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③衛生管理（食品事故等）

当社グループは、お客様に安心・安全な料理を提供していくことがもっとも重要な使命であると考えております。

そのため当社の食品検査室におきまして各食材の安全性についての検査体制を強化しております。また、食品事故

等により賠償責任を問われるような事態が発生した場合に備え、生産物賠償責任保険に加入しております。しかし

ながら、食品事故が発生した場合には、社会的評価や企業イメージの失墜により、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

④減損会計

当社グループは店舗を中心に土地、建物等を所有しております。直営店舗について、営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスの場合や土地等の市場価格が著しく下落した場合には、固定資産の減損に係る会計基準の適用に

より減損損失が計上され、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18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28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 1,365,189 969,233

２．たな卸資産  ※３ 1,580,752 136,969

３．前払費用 272,392 228,510

４．未収入金 90,573 182,815

５．その他 256,523 93,063

    貸倒引当金 △923 △2,733

流動資産合計 3,564,508 13.7 1,607,858 13.1

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物及び構築物 ※３ 8,768,026 4,084,199

２．器具備品 516,838 232,018

３．土地 ※３ 6,123,294 1,754,421

４．その他 271,202 9,216

有形固定資産合計 15,679,361 60.4 6,079,856 49.7

(2）無形固定資産 397,141 1.5 91,780 0.8

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※2.3 1,622,559 1,175,348

２．長期前払費用 179,303 160,000

３．差入保証金 4,303,976 3,016,918

４．その他  792,239 624,299

貸倒引当金 △556,773 △523,194

投資その他の資産合計 6,341,306 24.4 4,453,371 36.4

固定資産合計 22,417,809 86.3 10,625,008 86.9

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 7,666 －

繰延資産合計 7,666 0.0 － －

資産合計 25,989,984 100.0 12,232,867 100.0
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 429,440 743,340

２．短期借入金 ※３ 10,232,060 －

３．一年内返済予定長期借
入金 

 － 1,166,666

４．未払法人税等 115,814 123,519

５．未払費用 842,725 353,135

６. 未払金 － 302,896

７．賞与引当金 26,677 27,315

８．閉店損失引当金 － 169,514

９．その他 578,116 124,026

流動負債合計 12,224,835 47.0 3,010,415 24.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 3,400,000 2,200,000

２．長期借入金 ※３ 5,238,254 5,833,333

３．退職給付引当金 46,617 39,424

４．連結調整勘定 779 －

５．負ののれん － 2,209

６. 債務保証損失引当金 － 36,900

７．預り保証金 － 1,003,221

８．その他 1,211,437 94,603

固定負債合計 9,897,088 38.1 9,209,692 75.3

負債合計 22,121,923 85.1 12,220,107 99.9

（少数株主持分）

少数株主持分 6,510 0.0 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 3,794,197 14.6 － －

Ⅱ　資本剰余金 3,111,331 12.0 － －

Ⅲ　利益剰余金 △2,985,514 △11.5 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

△45,786 △0.2 － －

Ⅴ　自己株式 ※５ △12,677 △0.0
－
－

－

資本合計 3,861,549 14.9 － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

25,989,984 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  6,294,197 51.4

２．資本剰余金   － －  5,611,331 45.9

３．利益剰余金   － －  △11,464,798 △93.7

４．自己株式   － －  △14,060 △0.1

　　株主資本合計   － －  426,670 3.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △356,328 △2.9

２．繰延ヘッジ損益   － －  △57,582 △0.5

　　評価・換算差額等合計   － －  △413,911 △3.4

純資産合計   － －  12,759 0.1

負債・純資産合計   － －  12,232,867 100.0
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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 19,420,599 100.0 16,943,937 100.0

Ⅱ　売上原価 7,153,115 36.8 5,911,554 34.9

　　　売上総利益 12,267,484 63.2 11,032,383 65.1

Ⅲ　営業収入

１．賃貸料等収入  996,456 5.1  － －

　　　営業総利益 13,263,941 68.3 11,032,383 65.1

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 948,264 171,529

２．役員報酬 119,985 60,401

３．給与手当 4,742,743 4,331,253

４．賞与引当金繰入額 26,677 27,315

５．貸倒引当金繰入額 169,733 3,217

６．福利厚生費 404,772 358,996

７．賃借料 3,308,925 2,365,636

８．水道光熱費 1,027,203 1,018,491

９．減価償却費 1,118,886 581,092

10．その他 1,968,620 13,835,813 71.2 1,820,109 10,738,044 63.4

営業利益又は営業損失
（△）

△571,871 △2.9 294,339 1.7

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 22,231 17,779

２．受取配当金 27,598 14,556

３. 投資有価証券売却　
　　益 

－ 2,996

４．家賃収入 40,293 504,518

５．雑収入 50,328 140,452 0.7 55,753 595,603 3.5

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 366,693 250,863

２. 投資有価証券売却
　　損

－ 11,255

３. 家賃収入原価 － 400,737

４．雑損失 25,468 392,162 2.0 113,619 776,475 4.5

経常利益又は経常損失
（△）

△823,581 △4.2 113,467 0.7
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前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益

１．固定資産売却益  ※1 － 324,836

２．貸倒引当金戻入益 － 34,619

３. 不動産分譲事業撤退
益 

 － 124,789

４. 投資有価証券売却益 86,466 －

５.　保険解約差益 28,234 －

６.　その他 9,418 124,119 0.6 － 484,246 2.9

Ⅷ　特別損失

１．固定資産売却損 ※１ － 196,582

２. 固定資産除却損 ※１ 589,541 439,260

３. リース契約解約損  － 247,707

４. 賃貸借契約解約損　　  － 267,578

５. 債務保証損失引当
　　金繰入額 

 － 36,900

６. 前期損益修正損   ※２ － 46,882

７. 減損損失 ※３ － 7,500,089

８. 閉店損失引当金繰入
額 

 － 169,514

９．その他  31,762 621,303 3.2 23,113 8,927,629 52.7

税金等調整前当期純損失 1,320,765 △6.8 8,329,914 △49.1

法人税、住民税及び事業税 84,293 114,040

法人税等追徴税額 77,750   －   

法人税等調整額 31,781 193,824 1.0 34,783 148,824 △0.9

少数株主利益 4,442 0.0 544 0.0

当期純損失 1,519,032 △7.8 8,479,283 △50.0
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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

  

前連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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   3,111,331

Ⅱ　資本剰余金期末残高   3,111,331

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,466,482

Ⅱ　利益剰余金減少高    

1.当期純損失  1,519,032 1,519,032

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △2,985,514
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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18年３月１日　至　平成19年２月28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18年２月28日　残高（千円） 3,794,197 3,111,331 △2,985,514 △12,677 3,907,336

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,500,000 2,500,000   5,000,000

自己株式の取得    △1,382 △1,382

当期純損失   △8,479,283  △8,479,283

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）

2,500,000 2,500,000 △8,479,283 △1,382 △3,480,665

平成19年２月28日　残高（千円） 6,294,197 5,611,331 △11,464,798 △14,060 426,670

評価・換算差額等

少数株主持分 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18年２月28日　残高（千円） △45,786 － △45,786 6,510 3,868,060

連結会計年度中の変動額

新株の発行     5,000,000

自己株式の取得     △1,382

当期純損失     △8,479,283

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△310,541 △57,582 △368,124 △6,510 △374,635

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△310,541 △57,582 △368,124 △6,510 △3,855,301

平成19年２月28日　残高（千円） △356,328 △57,582 △413,911 － 12,759

-15-



(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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損失 △1,320,765 △8,329,914

減価償却費 1,226,542 654,635

貸倒引当金の増減 113,410 △31,768

受取利息及び受取配当金 △68,387 △32,335

支払利息 366,693 250,863

投資有価証券売却益 △73,257 △2,996

投資有価証券売却損 － 11,255

固定資産売却益 － △324,836

不動産分譲事業撤退益 － △124,789

固定資産売却損 － 196,582

固定資産除却損 591,003 439,260

リース契約解約損 － 247,707

 賃貸借契約解約損 － 267,578

債務保証損失引当金繰入額 － 36,900

減損損失 － 7,500,089

閉店損失引当金繰入額 － 169,514

たな卸資産の増減 △1,287,436 1,568,572

未収入金の増減 18,852 △62,242

長期未収入金の増減 △9,092 92,325

仕入債務の増減 － 313,899

未払費用の増減 － △277,157

その他流動負債の増減 － △315,932

その他固定負債の増減 － △134,257

その他 522,584 △569,737

小計 80,148 1,543,216

利息及び配当金の受取額 49,830 15,899

利息の支払額 △360,707 △212,114

法人税等の支払額 △143,498 △106,335

営業活動によるキャッシュ・フロー △374,226 1,240,665
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前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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 △3,405 －

投資有価証券の売却による収入 334,979 128,305

有形固定資産の取得による支出 △1,466,025 △481,609

有形固定資産の売却による収入 － 2,589,537

無形固定資産の取得による支出 △16,180 △9,487

無形固定資産の売却による収入 － 62,287

差入保証金の回収による収入 － 893,654

定期預金の預入による支出 △109,955 △7,000

定期預金の払戻による収入 147,179 206,053

長期貸付による支出 △6,000 △1,000

長期貸付金の回収による収入 160,186 24,193

保証金差入れによる支出 △107,478 △52,738

その他 327,311 2,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △739,388 3,354,271

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 201,991 △6,250,000

長期借入による収入 3,250,000 7,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,903,169 △9,220,314

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 － △1,300,000

株式の発行による収入 － 4,979,856

その他 △4,728 △1,382

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,044,094 △4,791,840

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △69,521 △196,902

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,235,656 1,166,136

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,166,136 969,233
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

　連結財務諸表提出会社である当社は、平成17年11月30日

に公表しましたように、不適切な会計処理により過年度公

表済財務諸表等を訂正した事実により、社債及びシンジ

ケートローンを含む借入金（以下、「ローン」という）に

関して期限の利益喪失（ローンの即時返済）に係る請求の

猶予（以下、「期限の利益喪失猶予」という）を受けてい

るとともに、当事業年度において1,301,231千円の当期純

損失を計上し、社債（平成18年２月28日現在残高3,000,000

千円）の財務制限条項に抵触し期限の利益喪失（ローンの

即時返済）に係る請求を受ける可能性があり、継続企業の

前提に重要な疑義が存在しております。

　当社は当該疑義を解消すべく、平成17年12月28日に訂正

報告書を提出し、また、当社の主要金融機関の支援のもと、

Ｍ＆Ａをも含むあらゆる資本増強の可能性を検討した結果、

平成18年５月15日に、株式会社コロワイド並びに株式会社

足利銀行、株式会社栃木銀行及び株式会社東和銀行と「事

業再構築に関する基本協定書」を締結いたしました。これ

により、飲食業たる本業への回帰を前提とした収益の改善、

財務体質の強化を目的とした飲食業以外のビジネスに係る

資産及び遊休資産の早期売却、不採算店舗の閉鎖、本部及

び店舗における経費の削減等を推進していきます。

　このような状況のなか、主要金融機関から当面のローン

の期限の利益喪失猶予及び短期借入金残高維持、また資金

不足が生じた場合の必要な金融支援に対してのご理解をい

ただいております。また、このような施策の結果、財務体

質の強化および収益の改善を図ることにより、継続企業の

前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しており

ます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映して

おりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当社グループは、平成17年11月30日に不適切な会計処理

により過年度公表済連結財務諸表を訂正した事実及び前連

結会計年度において1,519,032千円の当期純損失を計上し、

社債の財務制限条項に抵触する可能性が生ずることとなり、

社債及びシンジケートローンを含む借入金に関して期限の

利益喪失に係る請求の猶予を受け、継続企業の前提に重要

な疑義が生じておりました。これを解消すべく、当社は、

当連結会計年度において主要取引金融機関へ無議決権優先

株式総額 3,200,000千円の発行と株式会社コロワイドに対

し普通株式1,800,000千円及び転換社債型新株予約権付社

債2,200,000千円を発行し、株主資本の増強及び資金調達

を行い、株式会社コロワイドの子会社となりました。

　また、事業再構築の具体的な施策として、遊休資産の売

却を行いました。増資及び遊休資産売却により、前連結会

計年度に生じていた期限の利益喪失に係る請求の猶予を受

けていた社債及びシンジケートローンを含む借入金の全額

について繰上償還及び返済を行い、前連結会計年度末の有

利子負債残高18,870,314千円は当連結会計年度末では

9,200,000千円まで減少しました。

　しかしながら、不採算店舗に係る減損損失の計上、遊休

資産の売却、福祉事業資産の売却、不採算店舗の閉鎖及び

業態変更を行った結果、減損損失、固定資産売却損及び固

定資産除却損等の多額の特別損失を計上したことにより当

連結会計年度において8,479,283千円の当期純損失を計上

する結果となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　当社グループではこのような状態を解消すべく、既存店

舗のリニューアル及び業態変更を積極的に行うとともに、

コロワイドグループの飲食店経営のノウハウを活かした駅

前型居酒屋中心の出店加速による売上増加、グループのス

ケールメリットによる飲食原価、内装費のコストダウン、

管理体制の強化による経費の削減により収益の改善を図っ

ていく予定であります。また、平成19年３月31日に株式会

社コロワイドの子会社であるアムゼ株式会社を吸収合併し

たことにより、居酒屋事業の店舗オペレーションの強化や

メニュー開発・店舗展開といった各機能の最適化、業態の

相互活用、ロジスティック機能の一元化及び本部体制の共

通化を推進し、一層の収益力向上及びコスト削減を進める

とともに、株主資本の充実が見込まれており、継続企業の

前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しており

ます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を反映しておりません。
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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17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社は３社であります。

主要な連結子会社名は、「１．企業の

概況　４．関係会社の状況」に記載し

ております。

(1)連結子会社は２社であります。

主要な連結子会社名

株式会社宮地ビール

株式会社エムワイフーズ

なお、株式会社日総トレードは平成

18年12月８日付で当社と合併しまし

た。

 

(2)子会社のうち有限会社棟國は連結の範

囲に含めておりません。

 

 　なお、非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりません。

(2)主要な非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

 

 　

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会

社有限会社棟國及び関連会社株式会社

ユニバーサル・レジャー・システム他

は、それぞれ当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響額が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

持分法を適用していない非連結子会

社有限会社ステーキ篠田は当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等に及ぼす影響額が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

３．連結子会社の事業年度に関

する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日

は連結決算日と一致しております。

 

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券 　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

たな卸資産

商品 販売用不動産については個別法による

原価法、その他については月別総平均

法による原価法

月別総平均法

仕込品 　月別総平均法による原価法 －

店舗食材 月別総平均法による原価法 同左

原材料 月別総平均法による原価法 同左

貯蔵品 　最終仕入原価法 同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産 建物（建物附属設備を除く）のうち平

成10年４月１日以降に取得のものにつ

いては定額法、それ以外のものについ

ては定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。

建物及び構築物　　　　　 ４～50年

機械装置及び車輌運搬具   ２～14年

器具備品　　　　　　　　 ２～20年

同左

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）に基づいております。

　　　　　　　同左

 

長期前払費用

 

定額法 同左

（3）重要な引当金の計上

基準

貸倒引当金 売掛金等債権の貸倒による損失に備え

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。

同左

賞与引当金 従業員賞与の支出に備えるため、将来

の賞与支給見込額のうち当連結会計年

度の対応額を計上しております。

同左

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

なお、会計基準変更時差異（44,357千

円）については、５年による按分額を

費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（４年）によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することとして

おります。

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（４年）により按分

した額をそれぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。

　債務保証損失引当金 ― 債務保証に係る損失に備えるため、被保

証先の財政状態の実績を勘案し、損失見

込額を計上しております。
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

　閉店損失引当金

 

   　　　　　　　　－ 　当連結会計年度末における閉店見込店

舗の閉店に伴い発生する損失に備えるた

め合理的に見込まれる閉店関連損失見込

額を計上しております。

（会計処理の変更）

当社グループは、従来、店舗閉店に伴い

発生する損失は、店舗閉店時に計上して

おりましたが、当連結会計年度より店舗

閉店の意思決定時におきまして、閉店に

より合理的に見込まれる中途解約違約金

及び原状回復費等の閉店関連損失を引当

計上する方法に変更いたしました。

　この変更は当連結会計年度以降、ノロ

ウイルスの流行や飲酒運転、駐車禁止に

関する規制強化等、飲食業を取り巻く環

境が大きく変化しているなか、当連結会

計年度の下期において、不採算店舗対策

の抜本的な見直しを行い、相当数の店舗

を閉鎖する意思決定をしたことを契機に

固定資産の減損損失を計上するとともに

閉店時に合理的に見込まれる損失を引当

計上することにより、期間損益のより適

正化を図るために行ったものです。

　この変更により、特別損失の区分に閉

店損失引当金繰入額を169,514千円計上し

たため、従来の方法と比較し、税金等調

整前当期純損失が同額多く計上されてお

ります。

　なお、この変更は、当連結会計年度の

下期において相当数の閉店を意思決定し

たことを契機に行ったものです。

　当中間連結会計年度は従来の方法によっ

ておりましたが、変更後の方法によった

場合の影響はありません。

(4)重要なリース取引の処理

   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
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

(5)重要なヘッジ会計の方法　

 　①ヘッジ会計の方法 特例処理会計の要件を満たす金利スワッ

プ取引及び金利キャップ取引について、

特殊処理を採用しております。

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

 　②ヘッジ手段とヘッジ対象   

 　　　　ヘッジ手段 金利スワップ取引及び金利キャップ取引　

　　

金利スワップ取引

　　　　 ヘッジ対象 金利等の市場価格の変動により、将来の

キャッシュ・フローが変動するリスクのあ

る借入金。　

同左

 　　　　 ヘッジ方針　 金利の変動による将来のキャッシュ・フ

ローの変動を回避する目的で行っておりま

す。

 　　　　　　　同左

 ③ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップ及び金利キャップ取引につい

てはすべて特例処理の要件に該当している

ため、有効性の評価を省略しております。

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段

の相場変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、両者の変動額を基礎

にして判断しております。

(6)その他   

　　大型不動産開発事業に係

る支払利息の取得原価へ

の算入

大型不動産開発事業（総投資額20億円　

以上かつ開発期間が1年超のもの）に係る

正常な開発期間中の支払利息は取得原価

に算入しており、当連結会計年度におけ

る算入額は19,993千円であります。

 

大型不動産開発事業（総投資額20億円　

以上かつ開発期間が1年超のもの）に係る

正常な開発期間中の支払利息は取得原価

に算入しており、当連結会計年度におけ

る算入額は24,289千円であります。

 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

 

同左

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項

 

連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

―

７．負ののれんの償却に関する

事項

 ― 負ののれんの償却については５年間の均

等償却を行っております。

   

８．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お

いて確定した利益処分に基づいて作成し

ております。

 

　　　　　　　　─

   

９．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、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
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

会計処理の変更  　　　　　　―  １.固定資産の減損に係る会計基準

　当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会　平成15

年10月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純損失が

7,500,089千円増加しております。

　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当該各

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する

金額は70,341千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸

借対照表の純資産の部については、連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連

結財務諸表規則により作成しておりま

す。

 ３．企業結合に係る会計基準等

　当連結会計年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第7号

平成17年12月27日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業結合会計基準適用指針

第10号　平成17年12月27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。  
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

   ４．販売促進値引の計上区分

　従来、販売促進効果を目的とする販売

促進値引を販売費及び一般管理費の広告

宣伝費として計上してまいりましたが、

当連結会計年度より売上高の控除項目と

して処理する方法に変更いたしました。

　この変更は、販売促進を目的とした割

引券の発行が恒常化した結果、従来は一

時的な販売促進の性格を持っていた当該

広告宣伝費が、売上値引としての性格が

より強くなってきたことにより、売上高

を適正に表示するために行ったものであ

ります。

　この変更により従来と同様の方法によっ

た場合に比べ、売上高、売上総利益、販

売費及び一般管理費はそれぞれ334,422千

円減少しておりますが、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純損失への影

響はありません。

 

 ５．不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価

の計上区分

　従来、不動産賃貸収入は売上高、当該

収入に対する原価である不動産賃貸原価

は販売費及び一般管理費の区分において

処理しておりましたが、当連結会計年度

よりそれぞれ営業外収益、営業外費用の

区分において処理する方法に変更いたし

ました。この結果、従来と同様の方法に

よった場合と比べ、売上高は504,518千

円，販売費及び一般管理費は400,737千円

それぞれ少なく計上されておりますが、

経常利益及び税金等調整前当期純損失に

与える影響はありません。この変更は、

当連結会計年度に、当社グループが株式

会社コロワイドの連結グループに加わっ

たことを契機に、当社グループの会計処

理方法の見直しを行った結果、連結グルー

プ会社の会計処理の統一を図るためのも

のであります。

６．投資有価証券売却損益の計上区分

　従来、投資有価証券売却損益は特別利

益又は特別損失の区分において処理して

おりましたが、当連結会計年度に当社グ

ループが、株式会社コロワイドの連結グ

ループに加わったことを契機に、当社グ

ループの会計処理方法の見直しを行った

結果、連結グループ会社の会計処理の統

一を図るため、当連結会計年度より営業

外収益又は営業外費用の区分において処

理することにいたしました。この結果従

来の方法と同一の方法によった場合と比

べ、経常利益は8,259千円少なく計上され

ておりますが、税金等調整前当期純損失

に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで独立掲記しておりました「立替金」

（当連結会計年度9,858千円）は、金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 

前連結会計年度まで独立掲記しておりました「建設仮勘

定」（当連結会計年度223,792千円）は、資産総額の100分

の１以下となったため、当連結会計年度より有形固定資産

の「その他」に含めて表示しております。 

  （連結損益計算書）

  前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示

しておりました「投資有価証券売却益」は特別利益の100

分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度における 「投資有価証券

売却益」の金額は9,102千円であります。 　

　（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで「未収入金」は、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より

資産の総額の１００分の１を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度末の「未収入金」の金額は90,573千

円であります。

　前連結会計年度まで「未払金」は流動負債の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より金額

的重要性が増したため、区分掲記しました。なお、前連結

会計年度末の「未払金」の金額は96,384千円でありま

す。

　また、前連結会計年度まで、未払水道光熱費等に関して

は「未払費用」として表示しておりましたが、当社グルー

プが株式会社コロワイドの連結グループに加わったことを

契機に当社グループの表示方法の見直しを行った結果、コ

ロワイド連結グループ会社の表示方法の統一を図る為、当

連結会計年度より「未払金」に含めて表示することにいた

しました。なお、前連結会計年度末の未払水道光熱費等の

金額は490,279千円であります。

　前連結会計年度まで「一年内返済予定長期借入金」は、

流動負債の「短期借入金」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度より金額的重要性が増したため区分掲記し

ました。なお、前連結会計年度末の「一年内返済予定長期

借入金」の金額は3,982,060千円であります。

　前連結会計年度まで「預り保証金」は固定負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より

金額的重要性が増したため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「預り保証金」の金額は

1,077,180千円であります。

　前連結会計年度まで「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「負ののれん」と表示し

ております。
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前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示していた「仕入債務の増減」

「未払費用の増減」「その他流動負債の増減」「その他

固定負債の増減」は、明瞭性の観点から区分掲記するこ

ととしました。なお、前連結会計年度の営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めた金額はそれぞ

れ「仕入債務の増減」△14,772千円、「未払費用の増

減」195,792千円、「その他流動負債の増減」△125,323

千円、「その他固定負債の増減」134,257千円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

外形標準課税制度の導入について

「地方税法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

降に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「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取り扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会

　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割お

よび資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。  

 この結果、販売費及び一般管理費が38,565千円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞ

れ同額増加しております。

               　    

 　　　　　　　　　　－
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

 9,867,154千円 9,328,983千円

※２．非連結子会社及び関連

会社に対するもの

　非連結子会社及び関連会社に対する主な

ものは、次のとおりであります。

　非連結子会社及び関連会社に対する主な

ものは、次のとおりであります。

投資有価証券

株式

 

1,200

 

千円

 投資有価証券

 株式

 

0

 

千円

※３．担保提供資産

 債務の担保に供してい

る資産

たな卸資産 722,643千円

建物 1,112,622 

土地 5,209,826

投資有価証券 1,451,956

計 8,497,048

 　　　　　   　－   

   

  

  

  

同上に対する債務の額 短期借入金 3,768,106千円

長期借入金 6,167,614

(一年内返済予定分を含む)

関係会社の借入金 4,692,502

計 14,628,222

 　　　　　   　－   

  

 

  

  

※４．発行済株式の総数 普通株式　　　　　　　 18,309,500 株 　　　　　　    －

※５．自己株式 当社が保有する自己株式の数は、普通株

式  22,345 株であります。

　　　　　　　　－　

　６．偶発債務 銀行借入金に対する保証

㈲石川商事 69,810千円

従業員等 4,290

計 74,100

銀行借入金に対する保証

㈲石川商事 24,854千円
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（連結損益計算書関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．固定資産売却損益、固

定資産除却損の内訳 

  固定資産除却損の内訳は、建物及び構築

物 436,226千円、その他 153,314千円であ

ります。

 固定資産売却益の内訳は、建物及び構築

物229,724千円、土地9,240千円、その他

85,872千円 であります。

 固定資産売却損の内訳は建物及び構築物

11,914千円、土地174,443千円、その他

10,224千円であります。

 固定資産除却損の内訳は、建物及び構築

物147,666千円、器具備品21,320千円、撤

去解体費用等167,845千円、その他102,428

千円であります。

※２．前期損益修正損の内

訳 

―   前期損益修正損の内訳は、過年度解約敷

金・保証金22,400千円、過年度社会保険料

24,481千円であります。　

※３．減損損失 ― 　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産について減損損失を計上しま

した。

用途

場所

　直営店舗

　栃木県46店舗

　群馬県15店舗

　埼玉県 8店舗

　福島県 8店舗

　宮城県 7店舗

　茨城県 7店舗

　その他28店舗

 種　類  金　　額

 建物

 構築物

 土地

 その他

 リース資産

  2,285,576千円

    300,760千円

    900,149千円

    240,054千円

    390,429千円

 計   4,116,968千円

用途

場所

 遊休資産他

 栃木県他

 建物

 構築物

 土地

 その他

 リース資産

    790,026千円

     75,850千円

  2,111,571千円

    288,264千円

    117,408千円

計   3,383,121千円

合　計   7,500,089千円
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

  当社はキャッシュフローを生み出す最小単

位として、直営店舗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。また、

遊休資産他については当該資産単独で資産

のグルーピングを行っております。

  上記のうち、直営店舗については営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し遊休資産他については市場価額

が帳簿価額より著しく下落している資産グ

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7,500,089千円を減損損失

として特別損失に計上しており、その内訳

は上表のとおりであります。また、資産グ

ループ毎の回収可能価額は使用価値と正味

売却価額を使用し、直営店舗については使

用価値、遊休資産他については 正味売却

価額により測定しております。使用価値は

将来キャッシュフローを資本コストの

2.34％で割り引いて算定し、正味売却価額

は固定資産税評価額を基本に算定しており

ます。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

普通株式（注）１ 18,309,500 20,000,000 － 38,309,500

第１回優先株式

（注）１
－ 7 － 7

第２回優先株式

（注）１ 
－ 7 － 7

第３回優先株式

（注）１ 
－ 18 － 18

合計 18,309,500 20,000,032 － 38,309,532

 自己株式     

 　普通株式（注）２ 22,345 3,587 － 25,932

合計 22,345 3,587 － 25,932

 

　　　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加20,000,000株及び優先株式の発行済株式総数の増加32株は、第三者

　　　　　　　　割当による新株の発行による増加であります。

　　　　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加3,587株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項

    該当事項はありません。

-29-



（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17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

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連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,365,189千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △199,053千円

現金及び現金同等物 1,166,136千円

現金及び預金勘定 969,233千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 969,233千円

 　（リース取引関係）

　　有価証券報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示する為、記載を省略しております。
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　（有価証券関係）

 

　前連結会計年度（平成18年２月28日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 379,050 581,866 202,816

(2)債券

 ①国債・地方債 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 379,050 581,866 202,816

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 1,140,037 890,516 △249,521

(2)債券

 ①国債・地方債 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 1,140,037 890,516 △249,521

合計 1,519,087 1,472,382 △46,705

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

334,979 86,466 13,209

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 148,977
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　当連結会計年度（平成19年２月28日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 378,945 417,020 38,075

(2)債券

 ①国債・地方債 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 378,945 417,020 38,075

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 1,109,531 715,128 △394,403

(2)債券

 ①国債・地方債 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 1,109,531 715,128 △394,403

合計 1,488,476 1,132,148 △356,328

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

128,305 2,996 11,255

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 43,200

　（デリバティブ取引関係）

　　　　有価証券報告書をＥＤＩＮＥＴにより開示する為、記載を省略しております。
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　（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

(1)退職給付債務 　　△102,280（千円） △78,631（千円）

(2)年金資産 92,779 77,982

(3)未積立退職給付債務(1)+(2) △9,500 △649

(4)未認識数理計算上の差異 △37,116 △38,774

(5)連結貸借対照表計上額純額(3)+(4) △46,617 △39,424

 (6)退職給付引当金  △46,617 △39,424

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

退職給付費用（千円） 17,214 1,768

(1)勤務費用（千円） 14,348 13,390

(2)利息費用（千円） 2,266 2,045

(3)期待運用収益（千円） △1,270 △1,391

(4)会計基準変更時差異の費用処理額

（千円）
8,871 －

(5)数理計算上の差異の費用処理額（千円） △7,002 △12,275

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2)割引率 　　2.0 ％ 　   2.0％ 

(3)期待運用収益率 　　1.5 ％ 　 　1.5％ 

(4)数理計算上の差異の処理年数  ４年

（各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。）

 　４年

同左

(5)会計基準変更時差異の処理年数 　　５年 　　－

 　　　　 (ストック・オプション等関係）

　　　　　　 当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）　

 　　　　　　　該当事項はありません。
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　（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28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

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金損金算入限度超過額

繰越欠損金

139,236

2,171,141

未実現利益の消去 35,064

その他 170,620

繰延税金資産小計 2,516,063

評価性引当金 △2,479,111

繰延税金資産合計 36,952

繰延税金負債

　　貸倒引当金の消去 △374

　　繰延税金負債の合計 △374

繰延税金資産の純額 36,577

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

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金

閉店損失引当金

217,099

68,653

未払事業税 10,238

減損損失 2,400,986

債務保証損失引当金 14,944

退職給付引当金 15,966

繰越欠損金 2,729,002

未実現利益の消去 872

その他 99,825

繰延税金資産小計 5,557,586

評価性引当金 △5,556,112

繰延税金資産合計 1,474

繰延税金負債

　　貸倒引当金の消去 △54

　　繰延税金負債の合計 △54

繰延税金資産の純額 1,419

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要な項目別の内訳

  当連結会計年度については、当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。

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要な項目別の内訳

  　　　　　　　同左
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　（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17年３月１日　至平成18年２月28日）

飲食事業
（千円）

建築・不動
産関連事業
（千円）

福祉介護事
業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結（千円）

Ⅰ　営業収益及び営業利益

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 18,902,633 1,254,163 260,260 20,417,056 － 20,417,056

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高

－ 1,244,047 － 1,244,047 (1,244,047) －

計 18,902,633 2,498,210 260,260 21,661,104 (1,244,047) 20,417,056

営業費用 19,485,794 2,662,193 352,175 22,500,162 (1,511,234) 20,988,928

営業利益又は営業損失(△） △583,161 △163,982 △91,914 △839,058 267,186 △571,871

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的
支出

資産 14,483,007 6,458,017 585,278 21,526,303 4,463,680 25,989,984

減価償却費 1,005,226 172,417 96,786 1,274,430 (67,054) 1,207,376

資本的支出 1,160,748 180,971 83,634 1,425,355 56,850 1,482,205

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

　　　　２．各区分に属する主要な事業内容

事　業　区　分 主　　要　　な　　事　　業　　内　　容

飲食事業 ステーキ、居酒屋、焼肉、麺等のチェーンレストラン事業等

建築・不動産関連事業
飲食店の新店舗及び業態変更に伴う建築事業ならびに店舗設備の賃貸

事業等

福祉介護事業 通所介護（ディサービス）事業

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,394,467千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等でありま

す。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　

　　　　    前連結会計年度においては、飲食事業、建築・不動産関連事業、福祉介護事業に区分しておりましたが、

　　　　　当連結会計年度において、不動産関連事業は賃貸収入及び賃貸原価を営業外損益の区分に計上する会計処理

　　　　　への変更、及び福祉介護事業については平成18年８月31日末までに全施設の売却・閉鎖により撤退したこと

　　　　　から、飲食事業の売上高、営業損益及び資産がそれぞれ全体の90％を超えることになりましたので、当連結

　　　　　会計年度から事業の種類別セグメント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17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　海外拠点を有しておらず、本邦のみで該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　海外拠点を有しておらず、本邦のみで該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。
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　（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

(1)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

主要株
主(個
人)及び
その近
親者が
議決権
の過半
数を所
有して
いる会
社等

株式会社ベル
モール

栃木県宇
都宮市

220,000 設備賃貸業
（被所有）
直接4.8%

－ 店舗運営
固定資産の売
却

3,798

未収入金 4,009    
 
 

    

 （注5）
給与分担金の
受取

1,736

備品の購入 31,241 未払費用 78,711

株式会社ユニ
バーサル・レ
ジャー・シス
テム

栃木県宇
都宮市

615,600
アミューズ
メント事業

（被所有）
直接5.8%

－ 
当社より
不動産の
賃貸等

食材等の売上 76,433 売掛金 5,444

設備賃貸料等
の受取

587,597 未収入金 524

設備使用料の
受取

1,428 － －

販売委託料の
支払

5,885 － －

同社の銀行借
入金に対する
担保の提供 

575,913 － －

株式会社ジャ
パン・ドリー
ム
（注３）

栃木県宇
都宮市

95,000
アミューズ
メント事業

（被所有）
直接1.0%

－ 
当社より
不動産の
賃貸等

店舗賃料等の
受取

15,844 未収入金 276

食材等の売上 3,103 売掛金 161

有限会社ユー
スパレス
（注４）

栃木県宇
都宮市

30,000
アミューズ
メント事業

（被所有）
直接0.0%

－ 
当社より
不動産の
賃貸等

食材等の売上 18,155 売掛金 1,251

資金の貸付 － 貸付金 9,800

大谷石産業株
式会社

栃木県宇
都宮市

40,000

アミューズ
メント事業
関連店舗運
営

（被所有）
直接0.4%

－ 
店舗経営
委託

店舗運営委託
料の支払

40,466 未払費用 2,836

株式会社高石
コーポレー
ション

栃木県宇
都宮市

48,000
福祉介護事
業

－
 

－ 
当社より
不動産の
賃貸等

設備賃料等の
受取

24,000 － －

株式会社ベル
コムズ

栃木県宇
都宮市

96,000 建築業
－
 

－ 　－
販売用不動産
の購入

806,269 － －

カスタムオー
ヤ株式会社

栃木県宇
都宮市

10,000
石材の販
売・飲食店
舗の運営

－ 
 

－  －
店舗運営委託
料の支払

1,827 － －

株式会社ユニ
オン・トレー
ド

栃木県宇
都宮市

67,500
葬儀場の運
営

－ 
 

－ 
当社より
不動産の
賃貸等

資金の貸付 － 貸付金 10,000
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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 柴田裕巳 　－ － 当社取締役
（被所有）
直接0.1%

　－　 　　－ 　　　　－ －
貸付金

 

   10,265

 

     
 
 

    
未収入金

 

  　6,668

 

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

２．取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。

３．株式会社ユニバーサル・レジャー・システムが議決権の100％を直接所有しております。

４．ジャパンドリーム株式会社が議決権の100％を直接所有しております。

　　　　５．株式会社鈴直は社名変更して株式会社ベルモールになっております。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

(1)親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
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

 親会社
 株式会社   

 コロワイド

 神奈川県

 横浜市

 

5,482,000
 飲食業

 (被所有)
   52.2%

兼任　
2人 

 　－  社債引受け 2,200,000  社債 2,200,000

      　    社債利息 20,704  未払費用 20,704

        
 有価証券の譲

渡

売却代金

102,000

 売却益

2,000

    － － 

　

 

（2）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

 主要株主

(個人)及び

その近親者

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社ユニ
バーサル・レ
ジャー・シス
テム

栃木県宇
都宮市

615,600
アミューズ
メント事業

－ － 
不動産賃
貸等

設備使用料の
受取

146,059 未収入金 10,264

　役　員 柴田裕巳 　－ － 当社取締役
（被所有）
直接0.1%

　－　 　　－ 資金の貸付 10,000
長期貸付
金

9,684

　  　   
 
 

　 　 貸付金利息等 166 未収入金 6,834

 

 　　　 (3)子会社等

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

 親会社の

 子会社

 株式会社

 コロワイドMD

 神奈川県

 横浜市
 　10,000  卸売業 －  －

食材等の
購入 　

 食材等の購入 2,477,980  買掛金 636,053

 親会社の

 子会社

 株式会社

　コロワイド

　北海道

 神奈川県

　横浜市
 10,000  飲食業 －  －  　－

 店舗造作の譲

渡　　
48,614     － －

 

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

２．取引条件ないし取引条件の決定方法は、一般の取引事例を勘案し、協議のうえ、決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 211.16円

１株当たり当期純損失 83.03円

１株当たり純資産額 △84.50円

１株当たり当期純損失 276.07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。　

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は潜在

株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

当期純損失（千円） 1,519,032 8,479,283

普通株主に帰属しない金額（千円） － 48,000

 （うち優先配当金）（千円） （－） （48,000) 

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,519,032 8,527,283

 期中平均株式数（千円） 18,295 30,888

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

－

第1回無担保転換社債型新株予約

　　権件付社債

第1回優先株式

第2回優先株式

第3回優先株式 

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

 　　１．重要な契約の締結

　連結財務諸表提出会社である当社は、外食事業への特化・集中を柱とする事業の再構築に抜本的な措置を講じ

る観点から、自己資本の増強施策を検討してまいりましたが、平成18年５月15日開催の取締役会において、下記

事項を骨子とする事業再構築に関する基本協定書を、株式会社コロワイド並びに株式会社足利銀行、株式会社栃

木銀行及び株式会社東和銀行との間で締結することが決議され、同日締結いたしました。

(1) 無議決権優先株式、普通株式及び新株予約権付社債の発行

　当社は、平成18年７月上旬を目処に、株式会社足利銀行、株式会社栃木銀行及び株式会社東和銀行に対し、無

議決権優先株式 総額32億円を発行すると共に、株式会社コロワイドに対し、普通株式 18億円及び新株予約権付

社債 22億円を発行する予定です。

　これら無議決権優先株式、普通株式及び新株予約権付社債の内容等詳細につきましては、現在検討中であるた

め未定となっております。

　なお、上記無議決権優先株式、普通株式及び新株予約権付社債の発行は、平成18年６月下旬開催予定の臨時株

主総会において、発行に関する定款変更を含む必要議案が承認されることが前提となります。

(2) 無議決権優先株式、普通株式及び新株予約権付社債発行による手取資金の使途

  手取資金につきましては、有利子負債の返済及び店舗の閉店・業態変更費用等に充当する予定です。

 　　２．重要な資産の譲渡 

  　　　　連結財務諸表提出会社である当社は、平成18年５月15日開催の取締役会において、下記の固定資産の譲渡を

　　　　決議し、同日付で下記の内容にて不動産売買契約を締結いたしました。　　　

　　　　(1)当該事象の発生年月日

　　　　　　契約日　　　　　　　平成18年５月15日

　　　　　　物件受渡日　　　　　平成18年７月３日　　　　　　

　　　　(2)当該事象の内容

　　　　　　譲渡物件　　　土地　　 宇都宮市陽東六丁目4205番、同市宝木本町藤岡2062番地
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　　　　　　　　　　　　　建物　   宇都宮市宝木本町藤岡2062番地、同市川田町1077番、日立市滑川町一丁目303番

　　　　　　　　　　　　　　　　   地他

　　　　　　　　　　　　　その他   上記に付帯する建物附属設備・構築物・借地権他

　　　　　　譲渡価額　　　815百万円

　　　　　　譲渡先　　　　株式会社ユニバーサル・レジャー・システム

　　　　　　譲渡前の使途　固定資産の賃貸

　　　　(3)譲渡の目的

　　　　　　外食事業の特化・集中を進める観点から、賃貸用固定資産を譲渡するものであります。

 

 　　３．重要な事業の譲渡  

　　　　　連結財務諸表提出会社である当社は、平成18年５月26日開催の取締役会において、下記マンション事業

　　　　の譲渡を決議し、下記の内容にて契約の締結を行いました。  

　　　　(1)当該事象の発生年月日　　　　　　

　　　　　　契約日　　　　　　　平成18年５月26日

　　　　　　譲渡日　　　　　　　平成18年５月26日　 

　　　　(2)当該事象の内容

　　　　　　譲渡事業の内容　　　「ベルコート」（栃木県宇都宮市陽東六丁目）に関するマンション分譲事業　

　　　　　　譲渡する事業の資産・負債の額（資産）　仕掛販売用不動産　1,308百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（負債）　販売用不動産受入金　223百万円　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　譲渡価額　　　　　　1,265百万円

　　　　　　譲渡の相手先　　　　東急リバブル株式会社

　　　　　　譲渡の目的　　　　　外食事業への特化・集中進める観点から、当該事業を譲渡するものです。

　　　　(3)当該事象の損益に与える影響

            平成19年２月期連結決算において、約180百万円を特別利益として計上する見込みであります。  　　　　　

 

 　　４.重要な店舗の閉鎖

　　　　　　　連結財務諸表提出会社である当社は、平成18年５月26日開催の取締役会において、一部店舗の閉鎖を

　　　　　　決議致しました。

 

　　　　　　(1)当該事象の発生年月日　　　　　　　　

　　　　　　　　飲食事業７店閉鎖(予定)                          平成18年６月

　　　　　　　　飲食事業１店閉鎖(予定)                          平成18年７月

　　　　　　　　飲食事業17店・介護福祉事業２店閉鎖(予定)        平成18年８月

　　　　　　(2)当該事象の内容

　　　　　　　　閉鎖店舗の内容　　　飲食事業　　　　北海道　　　　４店　　　　東北地方　　　　６店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関東地方　　　15店　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　25店

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉介護事業　　東北地方　　　１店　　　　中部地方　　　　１店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　２店

 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　（3)当該事象の損益に与える影響

　　　　　　　　平成19年２月期連結決算において、約1,610百万円を特別損失として計上する見込みであります。
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　　　　　　　　閉鎖店舗の規模

　　　　　　　　飲食事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 

閉鎖店舗

(平成18年2月期)

(Ａ)

連結損益計算書

(平成18年2月期)

(Ｂ）

比率

（Ａ）/（Ｂ）

個別損益計算書

（平成18年2月期）

（Ｃ）

比率

（Ａ）/（Ｃ）

 　売　上　高 1,430百万円 20,417百万円 7.0％ 20,218百万円 7.1％ 

 　経常利益 　　 △209百万円 △823百万円 －％ △750百万円 －％ 

　　　　

　　　　　　　　介護福祉事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 

閉鎖店舗

（平成18年2月期)

(Ａ)

連結損益計算書

(平成18年2月期）

（Ｂ） 

比率

　(Ａ）/（Ｂ） 

個別損益計算書

（平成18年2月期)

　(Ｃ） 

比率

　（Ａ）/（Ｂ） 

売　上　高 51百万円 20,417百万円 0.3％ 20,218百万円 0.3％ 

 経常利益　　 △36百万円 △823百万円 －％ △750百万円 －％ 

 　　　　　　　店舗閉鎖の理由　　経営資源の集中による業務効率の早期改善を図るため、不採算店舗の閉鎖を予定

　　　　　　　　　　　　　　　　 するものです。　　

 

当連結会計年度（自平成18年３月1日　至平成19年２月28日）　

 

 　当社とアムゼ株式会社は、平成19年３月29日開催の臨時株主総会における合併契約書の承認決議を得て、平成

   19年３月31日をもって合併いたしました。　

 

　（１）結合当事企業の名称

　　　　アムゼ株式会社

　（２）事業内容

 　　　 東北地区における直営・ＦＣ飲食チェーン（カラオケ店含む）及びレンタルビデオ店の経営

　（３）企業結合の法的形式 

  　    当社を存続会社とする吸収合併方式

　（４）結合後企業の名称

　　　　株式会社ジクト

　（５）取引の概要

　　    株式会社コロワイドグループとして北関東・東北地区で事業を展開する両社のノウハウを統合し、より　

　　　　効果的な業態・店舗開発及び本部運営を目的として平成19年３月31日付でアムゼ株式会社と合併してお

　　　　ります。

　（６）実施する会計処理の概要

　　　 「企業統合に係る会計基準」「（企業結合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15年10月31日）三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理を適用します。
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