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１．2007年３月期の業績（2006年４月１日～2007年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2007年３月期 19,153 6.9 1,061 12.2 1,027 10.5 474 52.7

2006年３月期 17,914 1.9 945 107.0 930 141.5 310 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2007年３月期 101 68 － － 28.7 11.9 5.5

2006年３月期 65 08 － － 23.8 10.8 5.2

（参考）持分法投資損益 2007年３月期 －百万円 2006年３月期 －百万円

(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

2007年３月期 9,548 1,848 19.4 395 78

2006年３月期 7,721 1,464 19.0 313 60

（参考）自己資本 2007年３月期 1,848百万円 2006年３月期 1,464百万円

(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

2007年３月期 1,385 △1,614 988 1,789

2006年３月期 1,316 △490 △1,998 1,028

２．配当の状況

  １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
2006年３月期 0 00 8 00 8 00 37 12.0 2.6
2007年３月期 10 00 13 00 23 00 107 22.6 6.5

2008年３月期（予想） 13 00 15 00 28 00 － 24.2 －

３．2008年３月期の業績予想（2007年４月１日～2008年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 11,097 121.3 577 120.4 538 115.2 210 103.0 44 97

通　期 23,233 121.3 1,364 128.6 1,277 124.3 540 113.7 115 64

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16・17・18ページ「重要な会計方針」と20ページ「会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 2007年３月期 4,674,000株 2006年３月期 4,674,000株

②　期末自己株式数 2007年３月期 4,350株 2006年３月期 4,350株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、

今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページの「次期の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績
(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を中心にした内需主導の景気回復が持続し、雇用情勢にも

改善が見られるなど、総じて堅調に推移しました。

　外食産業におきましては、個人消費の回復傾向を受け、既存店売上に改善の兆しが見られるものの、同業他社なら

びに中食産業との競争の激化等により、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社では業績の向上を目指し、新規出店による業容の拡大を図る一方、食の安全・安心の更な

る追求と商品クオリティの向上に注力し、季節感のある期間限定商品の投入も積極的に行いながら、お客様の満足度

向上に努めてまいりました。

　この結果、当期の業績は売上高19,153百万円（前期比6.9％増）、営業利益1,061百万円（同12.2％増）、経常利益

1,027百万円（同10.5％増）、当期純利益は474百万円（同52.7％増）となりました。　

部門別の業績は、次のとおりであります。　

＜直営店部門＞

　当期における新規出店は39店舗、加盟店６店舗の直営店化と１店舗の閉鎖により、直営店総店舗数は231店舗となり、

売上高は16,025百万円（前期比11.1％増）となりました。

＜フランチャイジー (加盟店) 部門＞

　当期における加盟店店舗は６店舗の直営店化と６店舗の閉鎖により、加盟店総店舗数71店舗となり、売上高は2,682

百万円（前期比10.9％減）となりました。

＜その他の部門＞

当期における外販売上は318百万円（前期比1.2％減）となりました。

(2）財政状態

　①資産、負債及び純資産の状況

　当期末における資産は9,548百万円となり、前期に比べ1,827百万円の増加となりました。これは、現金及び現金同

等物が760百万円増加したことと新規出店に注力したため有形固定資産が870百万円増加したこと等によるものです。

　負債につきましては7,700百万円となり、前期に比べ1,443百万円の増加となりました。これは、長期借入金が増加

したことによるものです。

　純資産につきましては1,848百万円となり、前期に比べ383百万円の増加となりました。

　この結果、自己資本比率は、19.4％となりました。

　②キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前期末に比べ760百万円増加し、1,789百万

円となりました。

　当期中における各キャッシュ・フロー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＞

　当期において営業活動の結果得られた資金は1,385百万円（前期比5.3％増）となりました。

　これは主に、新規出店を順次行ったことにより、売上高が前期に比べ1,239百万円増加したことおよび売上原価の低

減により、税引前当期純利益が919百万円(同43.6％増)となり、前期と比べて大幅な利益の増加があったこと等による

ものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当期において投資活動の結果使用した資金は1,614百万円（前期比229.4％増）となりました。

　これは主に、当期における新規出店39店舗、フランチャイジー(加盟店)からの譲受による直営店化６店舗、および

直営店20店舗の改装に伴う有形固定資産の取得による支出1,284百万円(同137.5％増)と敷金保証金等の支払による支

出233百万円(同136.0％増)があったこと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＞

　当期において財務活動の結果得られた資金は988百万円（前期は、使用した資金1,998百万円）となりました。

　これは主に、長期借入れによる資金調達3,200百万円を行う一方で、長期借入金の返済による支出2,127百万円があっ

たこと等によるものであります。
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(3）次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、わが国経済は、米国経済の先行き不透明感や金利の先高感など、一部に懸念材料は

あるものの、企業業績の堅調な回復を背景に、引き続き緩やかな安定成長を維持するものと予想されます。

　外食産業におきましては、更なる競争の激化が予想される中、人材の確保等の課題も多く、引き続き厳しい経営環

境が続くと予想されます。

　当社におきましても、食の安全・安心の更なる追求と商品クオリティの向上に取り組み、ブランド力を強化するこ

とで、競合他社との差別化を図ってまいります。

　次期の業績につきましては、売上高23,233百万円、営業利益1,364百万円、経常利益1,277百万円、当期純利益540百

万円を見込んでおります。

 

 (4）利益処分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、配当性向の重視と、安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化のための内部留保充実もふまえ、業績

に応じた利益配分を行なうことを基本方針としております。

　この方針に基づき、当期の期末配当を前期末より５円増配し、１株当たり13円とすることと致す予定であります。

これにより中間配当を加えました１株当たりの年間配当金は23円(前期比15円の増配)となります。

　なお、本件は2007年６月21日に開催を予定しております第38回定時株主総会におきまして付議する予定でありま

す。

　次期につきましても当期と同様、配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化のための内部留

保充実もふまえ、業績に応じた利益配分を行なうという基本方針に変わりはありません。

　上記方針に従い、次期の配当につきましても中間配当13円、期末配当15円の１株当たりの年間配当金28円(前期比5

円の増配)の利益処分を考えております。

 

(5）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に重大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原材料について

　主力商品のひとつである「親子丼」において、鳥インフルエンザの発生等による販売不振が発生するリスクが考え

られます。また農作物は天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リスクを負っております。当社は食材の

安全性および安定的な調達の確保に取り組んでおりますが、上記諸事情等により仕入価格の高騰、食材の不足等が発

生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　

 ②フランチャイジー(加盟店)との関係について

　当社は加盟店希望者とフランチャイズ契約を締結し、特定地区において店舗を出店する権利を付与しております。

加盟店の事業活動結果としての損益責任は、契約上当社が法的責任を負わないことを明記しておりますが、当社は加

盟店に対して加盟店の事業活動に伴う食材卸売り等の売掛債権を有しており、加盟店の経営悪化による貸倒引当金の

増加が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ③新規出店について

　新規出店に際しては、立地条件・賃借条件を十分検討の上、出店計画に基づき取り組んでおりますが、優良物件の

獲得競争の激化等により新規出店が計画通り実現できない場合、また、新規店舗の業績が計画通りに推移しない場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ④法的規制について

　当社の直営店及び加盟店は、「食品衛生法」に基づき、厚生労働省令の定めにより都道府県知事から飲食店営業の

許可を受けております。万一食中毒等が発生した場合には、一定期間の営業停止もしくは営業許可の取消を命じられ

ることがあります。また、これによる被害者からの損害賠償請求、当社の信用力の低下、ブランドイメージに影響を

及ぼし、売上減少により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　　当社は丼ぶり、うどんを中心とした和風ファストフード店、及びそのチェーン本部の経営を行っております。

　当社は親会社である株式会社ゼンショーを中心とする企業集団に属しております。

　株式会社ゼンショーはフード業を営んでおります。

　　

　　事業系統図は次のとおりであります。

 

 お       客       様 

フランチャイズ加盟店 

商品とサービスの提供 

食材等の販売 

当              社 

ロイヤリティの受取 

商品とサービスの提供 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブルサプライ 

厨房備品の購入 

親会社の子会社 
株式会社グローバルフレッシュサプライ 

食材の物流委託 

親会社の子会社 
株式会社グローバルウェア 

ユニフォームの購入 

親会社 
株式会社ゼンショー 

仕入サポート 

商品開発サポート 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は常に食の安全を最優先に考え、商品を開発してまいりました。「心のこもった元気なおもてなし」のもと、

「安全で美味しい商品」を「清潔で明るいお店」で、「スピーディーに提供」することで、より多くのお客様に元気

になっていただくことにより社会貢献することを、経営方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、今後ともファストフードチェーンとして成長を続けるための経営指標として、売上高経常利益率を重視し

ております。新規出店の拡大、既存店売上高の向上と同時に、業務の効率化によるコスト削減に取り組み、継続的に

利益を確保できる体制の確立を図ってまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　独自性のある新商品の投入、効果的な販売促進活動と商品構成を含めた商品戦略の確立をもって売上高と客数の増

加を図り、競合他社との差別化を明確にできるブランド力の確立と浸透を目指してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社では、食の安全・安心の追求と商品クオリティの向上に取り組んでまいりました。

　今後も、季節感のある期間限定商品や独自性のある新商品を投入し、お客様に喜んでいただける商品の提供に取り

組み、お客様の満足度向上に努めてまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しております。なお、同報告書は、同証券

取引所ホームページに開示されております。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。 
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（2006年３月31日）
当事業年度

（2007年３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
（％）

増減金額
 (千円) 

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,028,558 1,789,088  

２．売掛金 413,328 393,132  

３．商品 55,366 53,926  

４．貯蔵品 9,668 36,593  

５．前払費用 164,687 214,012  

６．繰延税金資産 174,452 109,048  

７．短期貸付金 33,045 14,770  

８．未収入金 9,362 6,264  

９．その他 2,667 14,538  

10．貸倒引当金 △21,068 △16,245  

流動資産合計 1,870,068 24.2 2,615,131 27.4 745,062

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,700,261 4,606,587

減価償却累計額 810,553 2,889,707 928,766 3,677,820  

２．構築物 71,476 94,987

減価償却累計額 35,222 36,253 38,615 56,371  

３．工具器具備品 216,008 247,487

減価償却累計額 163,120 52,888 162,416 85,070  

４．建設仮勘定 8,238 38,594  

有形固定資産合計 2,987,087 38.7 3,857,856 40.4 870,769

(2）無形固定資産

１．のれん － 33,239  

２．ソフトウェア 128,814 72,734  

３．電話加入権   301   301   

４．ソフトウェア
仮勘定 

－ 20,212  

無形固定資産合計 129,116 1.7 126,488 1.3 △2,628
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前事業年度

（2006年３月31日）
当事業年度

（2007年３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
（％）

増減金額
 (千円) 

(3）投資その他の資産

１．出資金 450 460  

２．長期貸付金 286,397 353,500  

３．従業員長期貸付金 7,275 6,224  

４．長期前払費用 53,764 54,267  

５. 長期前払家賃 105,199 115,327  

６．繰延税金資産 69,083 64,722  

７．差入保証金 2,112,184 2,247,086  

８．長期預金 100,000 100,000  

９．その他 35,357 36,102  

10．貸倒引当金 △34,534 △28,178  

投資その他の資産
合計

2,735,178 35.4 2,949,513 30.9 214,335

固定資産合計 5,851,382 75.8 6,933,859 72.6 1,082,476

資産合計 7,721,451 100.0 9,548,990 100.0 1,827,539

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※３ 681,126 765,732  

２．一年以内に返済予定
の長期借入金

※３ 1,732,614 2,063,134  

３．未払金  ※３ 269,421 279,788  

４．未払費用 166,011 196,474  

５．未払法人税等 83,939 398,262  

６．未払消費税等 35,982 51,576  

７．預り金 12,902 9,835  

８．前受収益 33,825 30,456  

９．役員賞与引当金 － 6,500  

10．賞与引当金   140,000   118,000   

11．その他 52 1,250  

流動負債合計 3,155,876 40.9 3,921,011 41.0 765,134
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前事業年度

（2006年３月31日）
当事業年度

（2007年３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
（％）

増減金額
 (千円) 

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,331,294 2,091,648  

２. 関係会社長期借入金 1,140,000 1,121,250  

３．退職給付引当金 73,341 83,568  

４．預り保証金 486,119 427,451  

５．その他 70,403 55,903  

固定負債合計 3,101,158 40.1 3,779,822 39.6 678,663

負債合計 6,257,035 81.0 7,700,833 80.6 1,443,798

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 684,880 8.9 － － －

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 471,787 －

資本剰余金合計 471,787 6.1 － － －

Ⅲ　利益剰余金

　当期未処分利益 310,905 －

利益剰余金合計 310,905 4.0 － － －

Ⅳ　自己株式 ※２ △3,157 △0.0 － － －

資本合計 1,464,415 19.0 － － －

負債・資本合計 7,721,451 100.0 － － －

（純資産の部）         

　株主資本         

Ⅰ　資本金   － －  684,880 7.2 －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  －   471,787    

資本剰余金合計   － －  471,787 4.9 －

Ⅲ　利益剰余金         

  その他利益剰余金         

　  繰越利益剰余金  －   694,646    

利益剰余金合計   － －  694,646 7.3 －

Ⅳ　自己株式   － －  △3,157 △0.0 －

 株主資本合計   － －  1,848,156 19.4 －

純資産合計   － －  1,848,156 19.4 －

負債純資産合計   － －  9,548,990 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３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
（％）

増減金額
(千円) 

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 17,756,049 19,026,491

２．その他の営業収入 ※１ 158,062 17,914,111 100.0 126,860 19,153,351 100.0 1,239,239

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 146,483 55,366

２．当期商品仕入高 6,713,209 6,812,143

合計 6,859,693 6,867,509

３．期末商品たな卸高 55,366 6,804,326 38.0 53,926 6,813,582 35.6 9,256

売上総利益 11,109,785 62.0 12,339,768 64.4 1,229,982

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 10,164,420 56.7 11,278,732 58.9 1,114,312

営業利益 945,365 5.3 1,061,035 5.5 115,670

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 13,842 14,033

２．不動産賃貸収入 49,533 48,619

３．その他 65,964 129,340 0.7 59,148 121,801 0.7 △7,539

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息  ※４ 70,981 72,168

２．不動産賃貸経費 48,535 49,164

３．たな卸資産処分損 2,354 3,899

４．その他 22,463 144,335 0.8 29,868 155,101 0.8 10,765

経常利益 930,370 5.2 1,027,736 5.4 97,365
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前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３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
（％）

増減金額
(千円) 

 Ⅵ　特別利益

  １．固定資産売却益  ※５ 18,144 －

  ２．収用補償金  － 26,101

　３．貸倒引当金戻入 19,429 37,573 0.2 － 26,101 0.1 △11,472

 Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※６ 235,764 121,486

２．店舗閉鎖損失 ※７ 60,287 －

３．営業権償却 29,821 －

４．減損損失  ※８ － 6,300

５．その他 ※９ 1,800 327,672 1.8 6,391 134,177 0.7 △193,494

税引前当期純利益 640,272 3.6 919,660 4.8 279,388

法人税、住民税及び
事業税

62,000 375,100

法人税等調整額 267,366 329,366 1.8 69,765 444,865 2.3 115,499

当期純利益 310,905 1.8 474,794 2.5 163,888

前期繰越利益 － －  

当期未処分利益 310,905 －  
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

株主資本

純資産合計
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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前事業年度末残高 684,880 471,787 310,905 △3,157 1,464,415 1,464,415

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △37,357  △37,357 △37,357

役員賞与(注)   △7,000  △7,000 △7,000

剰余金の中間配当   △46,696  △46,696 △46,696

当期純利益   474,794  474,794 474,794

事業年度中の変動額合計   383,740  383,740 383,740

当事業年度末残高 684,880 471,787 694,646 △3,157 1,848,156 1,848,156

 (注)2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３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 640,272 919,660

減価償却費 220,479 264,978

無形固定資産償却額 115,155 94,005

長期前払費用償却額 32,509 31,030

賞与引当金の増減額（△減少） 49,000 △22,000

退職給付引当金の増減額(△減少) △2,767 10,227

貸倒引当金の増減額(△減少) △13,651 △11,179

受取利息 △13,842 △14,033

支払利息 70,981 72,168

有形固定資産売却益 △18,144 －

有形固定資産除売却損 235,764 120,827

店舗閉鎖損失 48,932 －

減損損失 － 6,300

収用補償金 － △26,101

売上債権の増減額(△増加) 5,963 365

たな卸資産の増減額(△増加) 89,608 △25,484

その他営業債権の増減額（△増加） 119,660 △51,009

仕入債務の増減額(△減少) △71,875 84,605

営業保証金の純増減額 △616 △2,880

その他営業債務の増減額（△減少） △87,007 58,800

未払消費税等の増減額（△減少） △12,346 15,593

役員賞与の支払額 － △7,000

小計 1,408,076 1,518,873

利息の受取額 3,070 3,039

利息の支払額 △69,011 △73,481

法人税等の支払額 △30,826 △62,505

法人税等の還付額 4,934 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,316,243 1,385,926
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前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３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

有形固定資産の取得による支出 △540,878 △1,284,693

有形固定資産の売却による収入 41,287 －

収用による補償金収入 － 26,101

無形固定資産の取得による支出 △18,142 △81,934

貸付けによる支出 △17,001 △114,907

貸付金の回収による収入 46,947 33,878

敷金保証金等の支払による支出 △98,837 △233,267

敷金保証金等の返還による収入 59,536 78,752

預り保証金等の払戻による支出 △16,091 △49,805

預り保証金等の受入による収入 30,274 6,200

その他 22,851 5,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △490,053 △1,614,203

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（△純減少額） △2,690,000 －

長期借入れによる収入 2,800,000 3,200,000

長期借入金の返済による支出 △2,108,187 △2,127,876

配当金の支払額 △81 △83,316

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,998,268 988,807

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加額（△減少額） △1,172,079 760,530

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,200,637 1,028,558

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,028,558 1,789,088
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(5）利益処分計算書

前事業年度
 2006年６月22日

 区分
 注記
 番号

金額（千円） 

Ⅰ　当期未処分利益 310,905

 Ⅱ　利益処分額

　 １. 配当金 37,357

　 ２. 役員賞与金

 　　（うち監査役賞与金）

 

 

7,000

(1,000)

 

 

 44,357

 Ⅲ　次期繰越利益 
  

266,548
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．デリバティブの評価基準

および評価方法

　時価法 同左

２．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　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　　　　６～34年

　　構築物　　　　７～20年

　　工具器具備品　３～20年

 

（会計方針の変更）

　当期より、有形固定資産の減価償却方

法を定率法から定額法に変更しておりま

す。

　従来は、定率法（ただし、1998年４月

１日以降に取得した建物については定額

法）によっておりましたが、当社が2005

年８月に株式会社ゼンショーのグループ

企業になったことを契機に、親子会社間

の会計処理の統一を目的として、定額法

に変更しております。

　この変更は当社の有形固定資産が主と

して直営店の店舗設備であり、修繕等の

維持コストも計画的に発生することから、

減価償却費を毎期均等化して計上する定

額法の方が収益との合理的な対応を図る

ことができるものと考えられるためであ

ります。

　この変更により、従来の方法によった

場合に比べ減価償却費は8,174千円減少し、

営業利益、経常利益および税引前当期純

利益は同額増加しております。

 

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

　　

　

 

───────　 
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項目
前事業年度

（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(2）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(主と

して７年)に基づいております。

　営業権については、発生時に一括償却

しております。

(2）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(主と

して７年)に基づいております。

　のれんについては、投資の効果が及ぶ

期間(５年)で均等償却しております。　

　

(会計方針の変更)

　当期より、のれんの償却方法を一括償

却から均等償却(５年)に変更しておりま

す。

　従来、のれんは発生時に一括償却して

おりましたが、当期から「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「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」(企業会計基準適用指針第10号　平

成17年12月27日)が適用されたため、投

資の効果が及ぶと見込まれる期間(５年)

で均等償却し、販売費及び一般管理費に

計上する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益、経常利益は8,309

千円少なく計上されており、税引前当期

純利益は33,239千円多く計上されており

ます。

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

　　　　　　　同左　　　　
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項目
前事業年度

（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

４．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検討し、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）　　　　─────── (2）役員賞与引当金

　役員に支給する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

(会計方針の変更)

　当期より「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、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益および税引前当期純利

益は6,500千円減少しております。

(3）賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支払に備える

ため、支給見込額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

 

(4）退職給付引当金

　従業員および執行役員の退職給付に備

えるため計上しております。

　従業員については、当期末における退

職給付債務の見込額を計上しております。

　執行役員については、執行役員退職金

規程に基づく当期末要支給額を計上して

おります。

(4）退職給付引当金

同左

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たすため、

特例処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ取引

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　 同左

　ヘッジ対象　 同左

(3）ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回避を目

的として利用しており、リスクヘッジ目

的以外の取引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

 

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理によっているため有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

７．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およ

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

８．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

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

㈱なか卯 (7627) 2007 年３月期決算短信(非連結)

－ 19 －



会計方針の変更

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当期より、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。　　　

─────── 

 

 

 

 

 

 

─────── 

 

 

 

  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「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

1,848,156千円であります。

　これによる損益に与える影響はありません。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（2006年３月31日）

当事業年度
（2007年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　　　───────

会社が発行する株式

の総数
普通株式 18,696,000株

発行済株式の総数 普通株式  4,674,000株

※２　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,350株

であります。

※２　　　───────

 

※３　関係会社項目 ※３　関係会社項目

  関係会社に対する負債には次のものがあります。

 　　（区分掲記したものを除く）

  関係会社に対する負債には次のものがあります。

 　　（区分掲記したものを除く）

流動負債

買掛金 268,571千円

 未払金 17,822千円

一年以内に返済予定の

長期借入金

 

   300,000千円

流動負債

買掛金     320,026千円

一年以内に返済予定の

長期借入金

 

     425,000千円

　４　偶発債務

 　　　　加盟店の㈱モスクレジットからの借入に対する

　　　 債務保証はなくなりました。

　４　　　───────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

※１　その他の営業収入の内容は次のとおりであります。 ※１　その他の営業収入の内容は次のとおりであります。

フランチャイズ加盟料     3,750千円

ロイヤリティ収入      131,900千円

その他の収入      22,412千円

フランチャイズ加盟料          －千円

ロイヤリティ収入      117,776千円

その他の収入       9,084千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は80％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は20％であ

ります。主要な費目および金額は、次のとおりであり

ます。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は80％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は20％であ

ります。主要な費目および金額は、次のとおりであり

ます。

広告宣伝・販売促進費   386,812千円

運賃      254,429千円

貸倒引当金繰入額    5,777千円

給料手当・賞与    4,283,664千円

役員賞与引当金繰入額 －千円

賞与引当金繰入額      140,000千円

退職給付費用       17,829千円

地代家賃・水道光熱費   2,324,251千円

賃借料      448,806千円

減価償却費     220,479千円

無形固定資産償却費       85,334千円

長期前払費用償却費   32,509千円

広告宣伝・販売促進費      372,120千円

運賃      267,616千円

貸倒引当金繰入額         －千円

給料手当・賞与    4,578,883千円

役員賞与引当金繰入額 6,500千円

賞与引当金繰入額      118,000千円

退職給付費用       15,760千円

地代家賃・水道光熱費    2,611,211千円

賃借料      464,066千円

減価償却費     264,978千円

無形固定資産償却費       94,005千円

長期前払費用償却費     31,030千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

  21,759千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

        19,741千円

※４　　　───────

 　　

※４　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

 　　　 関係会社への支払利息　　　　 　　20,625千円

※５　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 　　　 建物　　　　　　　　　　　　　  18,144千円

※５　　　───────

 　　

※６　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物      227,147千円

構築物      －千円

工具器具備品    1,317千円

その他 7,300千円

建物      118,652千円

構築物      573千円

工具器具備品      1,601千円

その他      659千円

※７　４店舗閉鎖に伴い、以下の損失が発生しております。※７　　　───────

建物除却損       36,943千円

工具器具備品除却損      957千円

撤去関連費用       11,354千円

土地売却損 11,030千円
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前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

※８　　　─────── ※８　減損損失

 　　以下の減損損失を計上しております。

 用途 種類 金額(千円)

 直営店舗1店舗

（兵庫県加古川市）
 建物等 6,300

 　　　資産のグルーピングは、店舗単位とし、本社及び店

舗研修施設は共用資産として行っております。このう

ち、営業損益が悪化している店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失

(6,300千円)として、特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は使用価値を使用し、将来キャッ

シュ・フロー見積額を５％で割引いて計算しておりま

す。 

 ※９　その他特別損失の内容は次のとおりであります。 ※９　　　───────　

出店予定取消費用 1,800千円

その他   －千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自2006年４月１日　至2007年３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 4,674,000 － － 4,674,000

合計 4,674,000 － － 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 － － 4,350

合計 4,350 － － 4,350

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　

　　該当事項はありません。

 

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

2006年６月22日

定時株主総会
普通株式 37,357 8 2006年３月31日 2006年６月23日

2006年11月21日

取締役会
普通株式 46,696 10 2006年９月30日 2006年12月11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

　　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
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月21日

定時株主総会
普通株式 60,705 利益剰余金 13 2007年３月31日 2007年６月22日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31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

（2006年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,028,558

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,028,558

（2007年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,789,088

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,789,088

㈱なか卯 (7627) 2007 年３月期決算短信(非連結)

－ 24 －



（リース取引関係）

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の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）

期末残高相
当額
（千円）

建物
（附属設備）

97,357 89,911 7,446

工具器具備品 1,465,618 627,637 837,980

ソフトウェア 9,147 6,126 3,021

合計 1,572,123 723,674 848,448

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）

建物
（附属設備）

5,520 3,495 2,024

工具器具備品 2,113,906 833,268 1,280,637

ソフトウェア 13,436 8,815 4,620

合計 2,132,862 845,579 1,287,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      280,507千円

１年超   583,120千円

合計      863,627千円

１年内      402,028千円

１年超      905,349千円

合計    1,307,377千円

(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      384,217千円

減価償却費相当額      360,326千円

支払利息相当額    20,005千円

支払リース料      379,826千円

減価償却費相当額      356,589千円

支払利息相当額       27,833千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内     657千円

１年超    1,164千円

合計      1,821千円

１年内        1,746千円

１年超        4,826千円

合計        6,573千円

（有価証券関係）

前事業年度（2006年３月31日現在）

　該当事項はありません。

当事業年度（2007年３月31日現在）

　該当事項はありません。

㈱なか卯 (7627) 2007 年３月期決算短信(非連結)

－ 25 －



（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　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

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。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、金利スワップの特例

処理の要件を満たすため、特例処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ取引

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回避を目的として利用

しており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方

針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、特例処理によってい

るため有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

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。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんど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

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門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
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２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。

当事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

 

２．退職給付債務およびその内訳

前事業年度
（2006年３月31日）

当事業年度
（2007年３月31日）

退職給付引当金（千円） 73,341 83,568

　（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

勤務費用（千円） 17,829 15,760

 　（注）当社は、退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

 

４．退職給付債務の計算基礎

　当社は、退職給付債務の算定方法として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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（税効果会計関係）

前事業年度
（2006年３月31日）

当事業年度
（2007年３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）

繰延税金資産

繰越欠損金 69,961

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,607

賞与引当金損金算入限度超過額 56,840

未払事業税 4,498

未払事業所税 8,020

退職給付引当金損金算入限度超過額 29,776

長期未払金 －

ゴルフ会員権評価損 406

未払費用 13,069

営業権一括償却 21,594

長期前受収益 3,389

店舗閉鎖損失 1,235

減損損失 －

その他 18,137

　　小計 243,535

　評価性引当額 －

繰延税金資産計 243,535

（単位：千円）

繰延税金資産

繰越欠損金 －

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,028

賞与引当金損金算入限度超過額 50,547

未払事業税 29,924

未払事業所税 5,377

退職給付引当金損金算入限度超過額 33,929

長期未払金 2,275

ゴルフ会員権評価損 406

未払費用 4,821

のれん一括償却 15,131

長期前受収益 2,092

店舗閉鎖損失 －

減損損失 2,558

その他 18,312

　　小計 175,404

評価性引当額 1,633

繰延税金資産計 173,770

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

(単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）

 交際費等永久に損金にされない

 項目

1.1

 住民税均等割等 9.7

 収用補償金等永久に益金にされ

 ない項目

－

 減損損失 －

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 51.4

 

(単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）

 交際費等永久に損金にされない

 項目

0.8

 住民税均等割等 7.6

 収用補償金等永久に益金にされ

 ない項目

△0.7

 減損損失 0.2

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 48.5

 

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

前事業年度（自2005年４月１日　至2006年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、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2005年４月１日　至2006年３月31日）

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
㈱ゼン

ショー

東京都

港区
3,021,205 フード業

 

64.29％

 

兼任

 ４名

食材の

仕入先

食材の仕入

 
業務委託料他

 
支払利息

1,599,868

 
135,538

 
14,967

売掛金 5

買掛金 268,571

未払金 17,822

一年以内に

返済予定の

長期借入金

300,000

長期借入金 1,140,000

　（注）１．親会社及び主要株主に2005年８月５日付で異動があり、株式会社ゼンショーは新たに親会社に該当する会社

となりました。また、双日株式会社は主要株主に該当しなくなりました。なお、㈱ゼンショーとの取引額お

よび期末残高は、2005年４月１日から2006年３月31日までの取引金額を記載しております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

　　　商品の仕入取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、売掛金、買掛金および未払金には消費税等を含んでおりま

す。 

当事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

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
㈱ゼン

ショー

東京都

港区
10,089,805 フード業

 

64.29％

 

兼任

 ４名

食材の

仕入先

 商品の購入 3,005,803  買掛金 320,026

 資金の

 調達

 資金の借入 500,000 短期借入金 425,000

  資金の返済 393,750 長期借入金 1,121,250

 
 利息の支払 20,625 未払費用 669

業務委託

に関する

契約

 業務委託 191,533 未払金 19,796

　（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

　食材の仕入取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、買掛金および未払金には消費税等を含んでおりま

　 す。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 313.60 395.78

 

１株当たり当期純利益（円）
65.08 101.68

潜在株式調整後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。

　潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　2005年４月１日
至　2006年３月31日)

当事業年度
(自　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

当期純利益（千円） 310,905 474,794

普通株主に帰属しない金額（千円） 7,000 　　　　　　　　　　　 　　　 －

（うち利益処分による役員賞与金） (7,000) 　　　　　　　　　　　 　　　(－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 303,905 474,794

期中平均株式数（千株） 4,669 4,669

 （ストック・オプション等関係）

 　　　　　該当事項はありません。

 （重要な後発事象）

   　　　　該当事項はありません。

 （開示の省略）

  　　　　 企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

　　　　 開示を省略しております。
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５．販売の状況
　当社は、直営店での販売およびフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているた

め、生産および受注の状況は記載しておりません。

部門別売上高実績

部門別

前事業年度
（自　2005年４月１日
至　2006年３月31日）

当事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

対前年比

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

増減金額(千円)
増減率
（％）

直営店部門

なか卯店 14,295,794 79.8 16,025,071 83.7 1,729,276 12.1

新業態店 126,900 0.7 　　　　　　－  　　　－ △126,900 △100.0

小計 14,422,694 80.5 16,025,071 83.7 1,602,376 11.1

フランチャイジー（加盟店）

部門 
      

食材 2,772,927 15.5 2,451,002 12.8 △321,925 △11.6

包装資材 76,392 0.4 70,745 0.4 △5,646 △7.4

消耗品・備品・その他 161,377 0.9 160,888 0.8 △488 △0.3

 小計 3,010,696 16.8 2,682,636 14.0 △328,059 △10.9

その他部門

外販売上 322,658 1.8 318,783 1.7 △3,875 △1.2

　　　　小計 322,658 1.8 318,783 1.7 △3,875 △1.2

商品売上高計 17,756,049 99.1 19,026,491 99.4 1,270,441 7.2

その他の営業収入部門

フランチャイズ加盟料 3,750 0.0 　　　　　　－  　　　－ △3,750 △100.0

ロイヤリティ収入 131,900 0.8 117,776 0.6 △14,124 △10.7

その他の収入 22,412 0.1 9,084 0.0 △13,327 △59.5

その他の営業収入計 158,062 0.9 126,860 0.6 △31,201 △19.7

合計 17,914,111 100.0 19,153,351 100.0 1,239,239 6.9

　（注）　チェーン全店末端売上高は次のとおりです。

前事業年度

 （千円）

当事業年度

 （千円）

増減金額

 （千円）

直営店 14,422,694 16,025,071 1,602,376

フランチャイジー（加盟店） 6,914,587 6,170,996 △743,590

合計 21,337,281 22,196,067 858,785
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６．その他
　役員の異動

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新任監査役候補

竹田　和明　　　　　　（現　株式会社ゼンショー執行役員総合企画室長）

退任予定監査役

島林　賢司 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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