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（百万円未満切捨て） 

１. 平成 19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1)連結経営成績                                    (％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   ％
19 年３月期 16,203  （ 7.7） 743  （ 7.4） 724  （ 6.8） 335  （760.8）
18 年３月期 15,041  （10.6） 692  （187.6） 678  （199.8） 38  （△62.2）

 

 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 ％ ％ ％
19 年３月期 65 80 ― 18.2 11.8 4.6 
18 年３月期 △0 28 ― ― 11.8 4.6 

（参考） 持分法投資損益 19 年３月期 △10 百万円 18 年３月期 △3 百万円 
 
(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３月期 6,275 2,229 31.1 382 64 
18 年３月期 5,995 1,735 28.9 332 38 

（参考） 自己資本 19 年３月期 1,951 百万円 18 年３月期 ― 百万円 
 
(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３月期 872 △841 △272 1,129 
18 年３月期 797 △334 186 1,355 

 
 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率

（基準日） 中間期末 期末 年間 （年間） （連結） （連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18 年３月期 ― 15 00 15 00  76 ― 4.4 
19 年３月期 ― 20 00 20 00  102 30.4 5.6 

20 年３月期 
（予想） 

― 20 00 20 00  30.3  

 
 

３. 平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率） 
 

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  8,900 （11.8） 340 （ 3.7） 320 （ 0.6） 120 （14.3） 23 53 
通 期 18,500 （14.2） 820 （10.4） 780 （ 7.7） 337 （ 0.6） 66 08 
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４. その他 

 
(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 
 新規  ― 社 (除外)   ― 社 

  
(2)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項の変更に記載されるもの） 
 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、17 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
 
(3)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） 19年３月期 5,100,000株 18年３月期 5,100,000株 
 ② 期末自己済株式数 19年３月期    ― 株 18年３月期    ― 株 

 （注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32 ページ「１株当たり情報」をご覧く
ださい。 

 
 

（参考）個別業績の概要 

１. 平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1)個別経営成績                                    (％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    ％
19 年３月期 15,767  （ 5.4） 763  （ 7.6） 750  （ 7.6） 353  （613.2）
18 年３月期 14,954  （10.1） 709  （168.5） 697  （178.6） 49  （△50.5）

 

 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

 円 銭 円 銭
19 年３月期 69 37 ― 
18 年３月期 1 81 ― 

 
(2)個別財政状態 

 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３月期 5,889 1,987 33.7 389 72 
18 年３月期 5,913 1,750 29.6 335 35 

（参考） 自己資本 19 年３月期 1,987 百万円 18 年３月期 ― 百万円 
 
 

２. 平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率） 
 

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  8,440 （ 8.0） 355 （ 4.7） 335 （ 0.6） 135 （13.4） 26 47 
通 期 17,400 （10.4） 835 （ 9.4） 800 （ 6.7） 360 （ 2.6） 70 59 

 
 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）
経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１. 経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費にやや弱さが見られたものの、企業収益の改善を背景とした設備

投資が好調に推移し、また、雇用情勢にも改善の兆しが見られ、景気は緩やかな回復基調にありました。 

しかしながら、外食産業におきましては、市場規模が縮小する中にあって、業態を超えた競争の激化、原材料費の

上昇、人材確保のためのコスト増加等、経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、①徹底的な「品質の向上」、②仕入、物流、店舗オペレーション並びに厨房

機器の再開発に至るまで、当社独自の「総合オペレーションの構築による商品の差別化」、そしてこれらを具現化する

ため、③経営理念を根底に置いた「教育の徹底」を重点課題と位置付けて、企業価値の向上に努めて参りました。 

当連結会計年度につきましては、国内既存店舗の活性化、フランチャイズ事業の拡大、並びに、海外における事業

展開に鋭意取組んで参りました。また、商品開発においては、ご注文を頂いてから煮付ける「煮魚」や、お客様のお

席で蒸す「せいろご飯」等、「店内調理による高品質な商品提供」にこだわった、新たな取組みを行って参りました。 

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 16,203 百万円（前年同期比 7.7％増）、営業利益 743 百万円（同 7.4％

増）、経常利益 724 百万円（同 6.8％増）、当期純利益 335 百万円（同 760.8％増）となりました。 

 

（事業の種類別セグメントの業績） 

飲食事業は、「大戸屋ごはん処」において、５月と 12 月に行いましたグランドメニュー改定と期間限定の新商品の

提供に際しましては、徹底的に素材にこだわり、安全・安心で付加価値の高い商品開発を目指し、顧客満足度の更な

る向上を図って参りました。 

店舗展開につきましては、国内においては、直営店７店舗（イオン浦和美園ショッピングセンター店、熊川店、イ

オン柏ショッピングセンター店、札幌南２条西２丁目店、イオン札幌発寒ショッピングセンター店、札幌北２条駅前

通り店、アートヴィレッジ大崎セントラルタワー店）を新規に出店する一方、直営店５店舗（下高井戸日大通り店、

三軒茶屋店、下北沢店、神田駿河台下店、所沢プロペ通り店）を閉店しております。また、フランチャイズ店１店舗

（名古屋栄店）を直営店舗として譲り受ける一方、直営店２店舗（三鷹南口店、桜木町駅前店）をＦＣへ譲渡してお

ります。 

海外においては、連結子会社であります BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.（平成 19 年１月 31 日付で商号変更）

は、バンコク市内に２店舗（セントラルワールド店、タニヤ店）を新規に出店し、また、台灣大戸屋股份有限公司は、

台北市内に３店舗（衣蝶店、民權東路一段店、微風廣場店）を新規に出店しております。 

これにより、当連結会計年度末における飲食事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」直営店 123 店舗、「おおと

や厨房」直営店２店舗、「おとや」直営店１店舗、「海外店舗」８店舗（タイ王国５店舗、台湾３店舗）の総計 134 店

舗となりました。なお、新規に出店いたしました国内直営店７店舗の当連結会計年度における売上高は 419 百万円で

あります。 

この結果、飲食事業の当連結会計年度の売上高は 13,633 百万円（前年同期比 3.2％増）となりましたが、国内にお

けるパートタイマー及びアルバイトの平均時給の上昇や台湾における事業立上げに係る初期費用等により、営業利益

は 877 百万円（同 9.2％減）となりました。 

 

フランチャイズ事業は、「大戸屋ごはん処」19 店舗（福岡春日白水店、大分明野店、モレラ岐阜店、美浜ニューポー

ト店、岡崎店、ゆめタウン高松店、ゆめタウンはません店、スクェアモール鹿児島宇宿店、金沢松村店、呉広店、宇

部昭和町店、八戸ニュータウン店、三田店、清田店、ひたちなか店、豊岡店、けやきウォーク前橋店、茅ヶ崎北口駅

前店、富山婦中町店）の新規出店と、上述の通り、直営店への譲渡１店舗と直営店からの譲受２店舗があり、当連結

会計年度末におけるフランチャイズ事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」65 店舗となりました。 

この結果、フランチャイズ事業の当連結会計年度の売上高は 2,569 百万円（前年同期比 40.3％増）、営業利益は 317

百万円（同 70.1％増）となりました。 

 

なお、持分法適用関連会社 BETAGRO OOTOYA CO.,LTD.（当連結会計年度末現在、タイ王国において４店舗を展開）に

つきましては、当連結会計年度において持分法投資損失 10 百万円を計上しております。 
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③ 次期の見通し 
人口減少と少子高齢化が進む中、外食産業を取り巻く環境は、今後より一層厳しさを増して来るものと思われますが、

当社グループは、今後も「店内調理による高品質な商品提供」により顧客満足度の向上を図りつつ、国内外における積

極的な新規出店と既存店舗の改装等による活性化にも鋭意取組み、収益性向上のため経営努力を重ねて参る所存であり

ます。 

平成 20 年３月期につきましては、平成 19 年４月１日付にて、「直営事業本部」、「ＦＣ事業本部」並びに「海外事業

本部」の３事業本部を収益の柱とした機構改革を行い、これら３事業本部を中核に積極的な事業展開を図って参ります。 

国内展開につきましては、フランチャイズ事業の積極的な展開に注力するとともに、直営既存店の活性化と収益性の

向上を図るため、店舗の改装と閉店等を計画しております。また、品質の向上を伴った商品原価率の見直しと、本部及

び店舗における諸経費の適正管理を行うことにより、利益率の向上を目指して参ります。 

海外展開につきましては、タイ王国と台湾における新規出店と既存店の活性化を図りつつ、アジアにおけるエリア拡

大にも取組んで参る所存であります。 

かかる状況を踏まえ、通期の連結業績につきましては、売上高 18,500 百万円、営業利益 820 百万円、経常利益 780

百万円、当期純利益 337 百万円を見込んでおります。 

 
 
（２）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

（ａ）資産 

当連結会計年度末の流動資産は、現金及び預金1,223百万円を主なものとして1,930百万円（前年同期比6.5％減）、また、

固定資産は、店舗等の有形固定資産2,618百万円及び敷金及び保証金1,366百万円を主なものとして4,344百万円（同10.5％

増）であり、資産合計では、6,275百万円（同4.7％増）となりました。 

 

（ｂ）負債 

当連結会計年度末の流動負債は、借入金1,559百万円、買掛金555百万円及び未払金605百万円を主なものとして3,175百

万円（前年同期比9.0％減）、固定負債は、長期借入金560百万円を主なものとして869百万円（同19.6％増）であり、負債

合計では、4,045百万円（同4.1％減）となりました。 

 

（ｃ）純資産 

当連結会計年度末の純資産は2,229百万円となり、自己資本比率は31.1％となりました。 

 

  ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により872百万円を獲得し、投資活動に

より841百万円を使用し、財務活動により借入金の返済等で272百万円を使用した結果、当連結会計年度末残高は1,129百万円

（前年同期比16.7％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（ａ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は872百万円（前年同期比9.4％増）となりました。これは、税

金等調整前当期純利益が633百万円となったものの、減価償却費が359百万円、減損損失が30百万円等により1,166百万円の

収入がありましたが、法人税等の支払による支出が250百万円あったためであります。 

 

（ｂ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は841百万円（前年同期比151.5％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797百万円があったためであります。 

 

（ｃ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動の結果、支出した資金は272百万円（前年同期は186百万円の収入）となりました。こ

れは主に、銀行からの借入による収入3,430百万円に対し、借入金の返済による支出が3,801百万円と、371百万円の資金の

減少となり、また、配当金の支払による支出76百万円がありましたが、少数株主への株式発行による収入198百万円があっ

たためであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 35.0 32.3 28.9 31.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 79.4 75.8 124.6 108.7 

債務償還年数（年） 3.5 4.3 3.2 2.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 27.7 15.6 21.2 19.2 

※自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有

利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、
利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の 1 つと認識しており、収益力の向上及び財務体質の改善を以って安

定した経営基盤を構築しつつ、株主の皆様に対し長期的、かつ安定的な配当及び利益還元を行うことを基本方針とし

ております。 

この方針に基づき、業績に応じ、配当性向を考慮した利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業展開を目

的とした投資活動のための内部留保額を決定しております。 

上記方針の下、当期の配当につきましては１株につき 20 円の配当金を予定しております。また、次期の配当につき

ましては、連結業績が現時点の見通し通りに推移した場合、１株につき 20 円の配当金を予定いたしております。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社の事業、経営成績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

  ① 三井食品株式会社に対する仕入依存度の高さについて 

当社は、自社物流の仕組みは敢えて持たず、各店舗で日々使用する多品種・少量の食材の配送について全面的に

三井食品株式会社に委託しております。現段階では、効率・コストを考えると、配送集中のメリットを生かしてい

きたいと考えておりますが、同社の配送センターにおける事故等、不測の事態が生じた場合には、同社の配送機能

が一時的に停止し、当社の商品に必要な食材が欠品に陥り、当社店舗の営業及び当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

  ② 店舗展開と出店政策について 

当社は従来、駅周辺立地にこだわり店舗展開を進めて来ましたが、現在は、駅周辺（繁華街）にこだわることな

く、オフィス街、ショッピングセンター内及びロードサイド等の立地への出店を進めております。また、出店エリ

アは、直営店に関しては首都圏を中心に上記立地への出店を実施していきますが、ＦＣ店舗については、首都圏に

こだわらず出店していきます。 

当社が新規出店する際の出店先の選定については店舗の採算性を も重視しており、差入保証金や家賃等の出店

条件、周辺人口や店前通行量等の事前立地調査に基づく投資回収期間及び予想利益等の一定条件を満たすものを出

店対象物件としております。このため、当社の出店条件に合致する物件が出店計画数に満たない場合には、当社の

業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ③ 人材の確保及び育成について 

当社は、店内調理による高品質な商品を消費者に提供することにより、他社との差別化を図っております。その

ため、一定以上の「技術」と店舗運営のための「管理能力」を備えた店主の育成が重要であります。従って、人材

育成が順調に進まない場合には、出店数を抑制する方針であるため、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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  ④ 競合及び価格競争の激化について 

従来と比較して、当社と明確に競合する業態が散見されるようになり、またコンビニエンスストアにおける弁当

等の中食マーケットとの競合も激しさを増してきております。これら競合先の動向により、当社の商品の価格及び

当社の業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

また、外食産業界における価格競争が今後も激化あるいは長期化し、当社の日常食マーケットの顧客層までをも

撹乱する要因となった場合には、当社の商品の価格及び当社の業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

 

  ⑤ 店舗の衛生管理について 

食品衛生とは安全な商品を消費者に提供することであり、各店舗で厳正な食材の取扱い及び衛生管理を実施する

とともに、店主を中心に清潔な店作りに注力しております。しかしながら、当社において万一食中毒などの重大な

衛生上の問題が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

  ⑥ 仕入食材について 

昨今、「食」に対する消費者の不安感が増加しております。当社は、安全・安心な食材の調達に向けた調達ルー

トの多様化に加えてトレーサビリティーの追及により産地、物流を確認しつつ、安全性の確保を図っておりますが、

ＢＳＥや鳥インフルエンザの様な食材に関する問題が発生した場合、また、天候不順で農作物が不作という状況に

なった場合には、仕入価格への影響が考えられ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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２. 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社と連結子会社２社〔BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.（注）、台灣大戸屋股份有限公司〕

及び持分法適用関連会社１社〔BETAGRO OOTOYA CO.,LTD.〕で構成されており、一般消費者に対し定食、弁当及び惣菜

の販売を行う飲食事業及びフランチャイズ事業を行っております。子会社の BETAGRO OOTOYA （THAILAND） CO.,LTD.

は、平成 16 年３月 18 日に設立し、タイ王国において日本食の提供を主体とした飲食店の経営を行っており、台灣大

戸屋股份有限公司は、平成 18 年３月８日に設立し、台湾において日本食の提供を主体とした飲食店の経営を行ってお

ります。また、関連会社の BETAGRO OOTOYA CO.,LTD.は、平成 17 年８月 29 日に設立し、タイ王国において日本食の提

供を主体とした弁当及び惣菜のテイクアウト店の経営を行っております。 

（注）OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.は、平成 19 年１月 31 日付で BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.に商号変更

しております。 

 

企業集団について事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「家庭食の代行業」として、『人々の心と体の健康を促進し、フードサービス業を通じ、人類の生

成発展に貢献する』という経営理念に則り、国内においては、イートイン型の定食専門店『大戸屋ごはん処』の直営

及びフランチャイズチェーン展開、及び、お弁当・おにぎり・おそうざいのテイクアウト専門店『おおとや厨房』の

直営展開を行っております。また、タイ王国及び台湾においても、イートイン型の定食専門店とテイクアウト専門店

を展開し、国内外の一般消費者向けに定食及び弁当・惣菜の販売を行っております。 

今後も、我が国の家庭料理をモチーフとした、「日常の食事」を、リーズナブルな価格でお客様に提供させていただ

くことを目的に、首都圏を中心とした直営店舗の新規出店と、フランチャイズ加盟店を通じた各地方都市への新規出

店、そして、アジアを中心とした海外における店舗展開を続けて参ります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、株主資本の運用効率指標である株主資本利益率(ＲＯＥ)、総資本の運用効率指標である総資本事

業利益率(ＲＯＡ)、本業のみに投下された資本の運用効率指標である投下資本利益率(ＲＯＩ)の向上を目指しており、

ＲＯＥ 20％以上、ＲＯＡ 15％以上、ＲＯＩ 30％以上の達成を当面の目標としております。 

お  客  様 
（一 般 消 費 者） 

商品・ 
サービス

の提供 

商品・ 
サービス

の提供 

商品の製造・販売方法、 
サービスの提供及び 
運営ノウハウの指導 

商品・ 
サービス 
の提供 

商品・ 
サービス

の提供 

連結子会社 
BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.

連結子会社 
台灣大戸屋股份有限公司 

フランチャイズ 
加  盟  店 

商品・ 
サービス

の提供 

持分法適用関連会社 
BETAGRO OOTOYA CO.,LTD. 

商品の製造・販売方法、 
サービスの提供及び 
運営ノウハウの指導 

当  社 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

人口減少と少子高齢化が進む中、外食産業を取り巻く環境は、今後より一層厳しさを増して来るものと思われます。 

そうした経営環境の中、当社グループが持続的に成長を続け、企業価値の向上を図るため、「徹底的な品質の向上」、

「当社独自の総合オペレーション構築による商品の差別化」、「経営理念を根底に置いた教育の徹底」を経営戦略の基本

方針としつつ、以下の戦略を推進し、更なる経営努力を重ねて参る所存であります。 

①お客様の「心と体の健康の促進」を高度に実現するための、Ｑ.Ｓ.Ｃ.（クオリティ、サービス、クレンリネス）

レベルの更なる向上。 

②商品に係る高安全性及び高品質の追求。 

③国内外における飲食事業及びフランチャイズ事業の更なる拡大。 

④中食事業（テイクアウト型専門店舗）の拡大と宅配事業への参入のための基盤作り。 

⑤店舗収益及び店舗管理実績を重視した、店舗管理職（店主）に対する人事考課制度の運用強化と人材の登用。 

⑥生産性向上を目指した、業務オペレーションの効率化とＩＴ化への取組み。 

⑦仕入コストの低減。 

⑧財務体質の改善・強化と直接金融による資金調達。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループが対処すべき課題は、食の安全・安心が問われる時代にあって、提供させていただく定食、弁当及び

惣菜に係る高安全性及び高品質を更に追求し、且つ、それらの商品をリーズナブルな価格で召し上がって頂けるよう

日々努力し続けることにあります。そのためにも、前記（３）の経営戦略を着実に遂行することが肝要であると認識

しております。 
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（５）内部管理体制の整備・運用 

  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、内部監査部門として、代表取締役社長直轄のコンプライアンス統括部を設置しております。内部監査は、

内部監査担当者による各部の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通

じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。 

また、当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとした社内業務全般に亘る各種規程を整備することで、各職

位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。業務遂行におけるこれら規程等の遵守状況は、内部監査

により確認されております。 

管理部門の配置状況及び業務部門への牽制機能は以下のとおりであります（平成 19 年３月 31 日現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

当連結会計年度は、主に店舗を対象とした内部監査担当による内部監査を実施し、その結果については経営会議

において報告されております。 

 

代表取締役社長 

経営企画部 
（IR・経営全般管理） 

コンプライアンス統括部 
（内部監査担当） 

管 理 本 部 
（担当取締役） 

（
資
産
・
印
章
・
株
式
管
理
）

総 

務 

人 

事 

部 
（
財
務
・
会
計
・
税
務
管
理
）

財
務
部
・
経
理
部 

（
人
事
・
労
務
管
理
） 

総 

務 

人 

事 

部 

（
社
内
シ
ス
テ
ム
等
管
理
）

経 

営 

企 

画 

部 

コンプライアンス統括部 
（法務・衛生管理） 

内 部 監 査 

内部牽制 報告 

業  務  部  門（子会社を含む） 

公
認
会
計
士 

顧
問
弁
護
士 

会
計
監
査

助
言 
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４. 連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,449,492  1,223,664

２ 売掛金  202,004  233,611

３ たな卸資産  37,135  41,602

４ 前払費用  110,260  111,888

５ 繰延税金資産  33,089  48,467

６ 預け金  139,571  216,793

７ その他  93,891  54,724

流動資産合計  2,065,445 34.4  1,930,751 30.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

（1）建物及び構築物  2,855,969 3,243,259 

減価償却累計額  818,194 2,037,774 1,057,064 2,186,195

（2）工具器具備品  － 756,058 

減価償却累計額  － － 338,365 417,693

（3）その他  500,844 19,580 

減価償却累計額  258,889 241,954 5,051 14,528

有形固定資産合計  2,279,729 38.0  2,618,417 41.7

２ 無形固定資産   

（1）のれん  －  10,372

（2）その他  9,791  11,349

無形固定資産合計  9,791 0.2  21,722 0.3

３ 投資その他の資産   

（1）投資有価証券 ※１ 20,547  17,285

（2）長期貸付金  71,590  65,695

（3）長期前払費用  76,098  71,847

（4）繰延税金資産  156,639  144,345

（5）敷金及び保証金  1,280,771  1,366,430

（6）その他  34,951  38,652

投資その他の資産合計  1,640,599 27.4  1,704,256 27.2

固定資産合計  3,930,120 65.6  4,344,396 69.2

資産合計  5,995,566 100.0  6,275,148 100.0
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（単位：千円） 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  497,749  555,856

２ 短期借入金  1,300,000  882,000

３ 1年内返済予定長期借入金  711,342  677,884

４ 未払金  608,597  605,364

５ 未払法人税等  168,494  224,900

６ 賞与引当金  20,964  19,467

７ 閉店損失引当金  －  15,240

８ その他  183,972  195,085

流動負債合計  3,491,119 58.2  3,175,797 50.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  477,752  560,372

２ 退職給付引当金  101,729  112,588

３ 長期未払金  30,275  17,613

４ その他  117,482  178,910

固定負債合計  727,238 12.2  869,484 13.9

負債合計  4,218,358 70.4  4,045,281 64.5

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  41,657 0.7  － －
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（単位：千円） 

  
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 467,200 7.8  － －

Ⅱ 資本剰余金  385,400 6.4  － －

Ⅲ 利益剰余金  879,480 14.7  － －

Ⅳ 為替換算調整勘定  3,469 0.0  － －

資本合計  1,735,550 28.9  － －

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 5,995,566 100.0  － －

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － －  467,200 7.5

２ 資本剰余金  － －  385,400 6.1

３ 利益剰余金  － －  1,098,174 17.5

株主資本合計  － －  1,950,774 31.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ 為替換算調整勘定  －  671

評価・換算差額等合計  － －  671 0.0

Ⅲ 少数株主持分  － －  278,420 4.4

純資産合計  － －  2,229,866 35.5

負債純資産合計  － －  6,275,148 100.0
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比

(％) 
金額 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  15,041,087 100.0  16,203,190 100.0

Ⅱ 売上原価  5,239,701 34.8  5,807,400 35.8

売上総利益  9,801,386 65.2  10,395,789 64.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,108,942 60.6  9,652,370 59.6

営業利益  692,444 4.6  743,418 4.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1,481 2,315 

２ 取引先協賛金  20,949 22,159 

３ 為替差益  － 7,682 

４ 雑収入  7,793 30,223 0.2 6,139 38,297 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  41,224 46,978 

２ 持分法投資損失  3,407 10,169 

３ 雑損失  － 44,631 0.3 90 57,238 0.3

経常利益  678,036 4.5  724,477 4.5

Ⅵ 特別利益   

１ 前期損益修正益 ※２ 10,842 － 

２ 店舗売却益  19,837 16,269 

３ 投資有価証券売却益  8,213 － 

４ 受取店舗立退料  － 35,086 

５ 持分変動利益  － 38,892 0.3 1,932 53,288 0.3

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 99,289 45,029 

２ 固定資産売却損 ※４ 68,485 4,015 

４ 閉店損失  35,068 25,717 

５ 閉店損失引当金繰入額  － 15,240 

６ 減損損失 ※５ 400,126 30,780 

７ 解約違約金  － 23,256 

８ その他  1,000 603,970 4.0 － 144,040 0.9

税金等調整前当期純利益  112,958 0.8  633,725 3.9

法人税、住民税 

及び事業税 
 199,961 306,016 

法人税等調整額  △117,389 82,571 0.5 △3,082 302,933 1.8

少数株主損失  8,597 0.0  4,801 0.0

当期純利益  38,984 0.3  335,593 2.1
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（３）連結剰余金計算書 

（単位：千円） 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  385,400

Ⅱ 資本剰余金期末残高  385,400

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  920,996

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  38,984 38,984

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  51,000

２ 役員賞与  29,500 80,500

Ⅳ 利益剰余金期末残高  879,480
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（４）連結株主資本等変動計算書 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 467,200 385,400 879,480 1,732,080

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △76,500 △76,500

 役員賞与（注） △40,400 △40,400

 当期純利益 335,593 335,593

 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) 
― ― 218,693 218,693

平成19年３月31日残高(千円) 467,200 385,400 1,098,174 1,950,774

 

評価・換算差額等 
 

為替換算調整勘定 
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,469 41,657 1,777,207

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当（注） △76,500

 役員賞与（注） △40,400

 当期純利益 335,593

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額 

 (純額) 

△2,798 236,762 233,964

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△2,798 236,762 452,658

平成19年３月31日残高(千円) 671 278,420 2,229,866

（注）平成18年６月23日開催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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（５）連結キャッシュ･フロー計算書 

（単位：千円） 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記
番号 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  112,958 633,725 

２ 減価償却費  327,679 359,401 

３ 賞与引当金の増減額  △130 △1,497 

４ 閉店損失引当金の増減額  △14,461 15,240 

５ 退職給付引当金の増減額  9,108 10,859 

６ 受取利息及び受取配当金  △1,484 △2,316 

７ 支払利息  41,224 46,978 

８ 持分法投資損失  3,407 10,169 

９ 持分変動利益  － △1,932 

10 受取店舗立退料  － △35,086 

11 店舗売却益  △19,837 △16,269 

12 固定資産除却損  73,580 35,455 

13 固定資産売却損  68,485 4,015 

14 減損損失  400,126 30,780 

15 閉店損失  16,697 12,372 

16 売上債権の増減額  △99,915 △31,607 

17 たな卸資産の増減額  8,093 △4,076 

18 前払費用の増減額  △5,071 △2,217 

19 未収入金の増減額  △39,079 30,902 

20 仕入債務の増減額  43,890 56,415 

21 未払金の増減額  33,220 44,634 

22 未払費用の増減額  △5,223 35,745 

23 未払消費税等の増減額  △5,621 △15,507 

24 役員賞与の支払額  △29,500 △40,400 

25 その他  49,203 △9,223 

  小計  967,353 1,166,562 

26 利息及び配当金の受取額  1,489 1,862 

27 利息の支払額  △37,464 △45,441 

28 法人税等の支払額  △133,741 △250,153 

営業活動によるキャッシュ・フロー  797,637 872,828 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 貸付金の増加による支出  △5,794 △1,930 

２ 貸付金の回収による収入  9,313 8,090 

３ 有形固定資産の取得による支出  △368,593 △797,955 

４ 有形固定資産の売却による収入  98,064 63,834 

５ 無形固定資産の取得による支出  △3,375 △8,776 

６ 長期前払費用の取得による支出  △37,215 △28,062 

７ 敷金及び保証金の増加による支出  △52,420 △126,934 

８ 敷金及び保証金の返還による収入  48,978 76,088 

９ その他  △23,653 △26,237 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △334,696 △841,881 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入  3,120,000 2,480,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △2,570,000 △2,898,000 

３ 長期借入れによる収入  647,472 950,000 

４ 長期借入金の返済による支出  △873,301 △903,782 

５ 割賦債務の返済による支出  △125,941 △22,676 

６ 配当金の支払額  △51,554 △76,447 

７ 少数株主への株式発行による収入  39,733 198,768 

財務活動によるキャッシュ・フロー  186,407 △272,137 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,749 15,363 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  652,098 △225,827 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  703,393 1,355,492 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,355,492 1,129,664 
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（６）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４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   ３社 

連結子会社の名称   

  OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD. 

  台灣大戸屋股份有限公司 

  株式会社ライスアンドピース 

 上記のうち、台灣大戸屋股份有限公司

については、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

 なお、株式会社ライスアンドピースは

平成18年４月26日付にて特別清算は結

了しております。 

連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称   

BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.

  台灣大戸屋股份有限公司 

 前連結会計年度において連結子会社

でありました株式会社ライスアンドピ

ースは平成18年４月26日付にて特別清

算が結了したため、連結の範囲から除い

ております。 

 また、OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.

につきましては、平成19年１月31日付で

BETAGRO OOTOYA (THAILAND) CO.,LTD.

に商号変更しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用した関連会社数 １社 
会社等の名称 
  BETAGRO OOTOYA CO.,LTD. 
 BETAGRO OOTOYA CO.,LTD.は、当連結

会計年度において新たに設立したため、

持分法適用の関連会社に含めておりま

す。 

持分法を適用した関連会社数 １社 
会社等の名称 
  BETAGRO OOTOYA CO.,LTD. 
 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうちOOTOYA（THAILAND）

CO.,LTD.及び台湾大戸屋股份有限公司

の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行うこととしてお

ります。 

 連結子会社のうちBETAGRO OOTOYA 

(THAILAND) CO.,LTD.及び台湾大戸屋股

份有限公司の決算日は12月31日であり

ます。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行うこととしてお

ります。 

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 

 

 

 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ②たな卸資産 

    終仕入原価法 

 

 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

同左 

(２)重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

 

 ①有形固定資産 
  定額法 

 耐用年数及び残存価額について
は、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 
 なお、主な耐用年数は、次のとお
りであります。 

    建物及び構築物 ８年～15年 
 ②無形固定資産 
  定額法 

 自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における見込利用可
能期間（５年）によっております。

  
 
 
 
③長期前払費用 
  均等償却 

 なお、償却期間については、法
人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。 

 ①有形固定資産 
  定額法 

 耐用年数及び残存価額について
は、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 
 なお、主な耐用年数は、次のとお
りであります。 

    建物及び構築物 ３年～15年 
 ②無形固定資産 
  定額法 

のれんについては、その支出
の効果の発現期間（５年）によ
っております。 
自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用
可能期間（５年）によっており
ます。 

 ③長期前払費用 
  均等償却 

同左 



株式会社大戸屋（2705）平成 19 年３月期 決算短信 

―18― 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(３)重要な引当金の計上基準 

 

①賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当連

結会計年度の負担額を計上してお

ります。 

①賞与引当金 

同左 

 

 ②  ――――――――――― 

 

②閉店損失引当金 

 店舗の閉鎖により発生する損失に備

えるため、当連結会計年度末における閉

鎖決定店舗の閉店時に発生すると認め

られる額を計上しております。 

 ③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

職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

③退職給付引当金 

同左 

(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

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

 

(５)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

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 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているため、有効性

の評価を省略しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

(６)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

 

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 利益処分項目等の取扱に

関する事項 

 利益処分項目等の取扱について、連結

会計年度中に確定した利益処分に基づ

いて作成しております。 

――――――――――― 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び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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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（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利益が283,081千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき減損処理を行った各資産の金額から直

接控除しております。 

 

――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――― 

――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,951,446千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における

連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成して

おります。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ25,000千円減少しております。 

 なお、セグンメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 
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（表示方法の変更） 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書関係） 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「業務受

託収入」は、当連結会計年度において営業外収益の総額

の100分の10以下となりましたので、当連結会計年度より

「雑収入」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「業務受託収入」は349千円で

あります。 

 

２ 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて表

示しておりました「固定資産売却損」については、当連

結会計年度において特別損失の総額の100分の10を超え

ることとなったため、当連結会計年度より区分掲記する

ことといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「固定資産売却損」は、1,026

千円であります。 

 

３ 前連結会計年度まで特別損失の「固定資産除却損」に

含めて表示しておりました、店舗閉鎖に伴い発生する固

定資産除却損については、当連結会計年度より、店舗の

スクラップアンドビルドが今後発生する可能性が高ま

り、閉店に伴う損失をより明瞭に表示するため、当連結

会計年度より「閉店損失」にて区分掲記することといた

しました。 

 なお、前連結会計年度の当該表示の方法によった場合

の「閉店損失」の金額は、54,876千円であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しておりました「敷金及び

保証金の返還による収入」は、当連結会計年度において

投資活動によるキャッシュ・フローの100分の10を超える

など重要性が増してきたため、当連結会計年度より区分

掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「敷金及び保証金の返還によ

る収入」は、33,942千円であります。 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度まで有形固定資産の「その他」含めて

表示しておりました「工具器具備品」については、当連

結会計年度において資産総額の100分の５を超えること

となったため、当連結会計年度より区分掲記することと

いたしました。 

なお、前連結会計年度の「工具器具備品」は、225,507

千円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「為替差益」については、当連結会

計年度において営業外収益の総額の100分の10を超える

こととなったため、当連結会計年度より区分掲記するこ

とといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「為替差益」は、2,784千円で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――― 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 19,547千円 

 

 ２ 保証債務 

  金融機関借入の保証 

ＦＣ加盟店（２件） 38,596千円 

 

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,100,000株で

  あります。 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 16,285千円 

 

 ２ 保証債務 

  金融機関借入の保証 

ＦＣ加盟店（２件） 29,128千円 

 

※３  ―――――――――― 

 

（連結損益計算書関係） 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給与手当 4,434,493千円 

賞与引当金繰入額 20,964千円 

退職給付費用 24,692千円 

地代家賃 1,263,331千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

給与手当 4,702,659千円 

賞与引当金繰入額 19,467千円 

退職給付費用 28,131千円 

地代家賃 1,340,816千円 
 

 

※２ 過年度において計上支払していた手数料の戻入額 

  であります。 

 

※２  ―――――――――― 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産 50,830千円 

無形固定資産 22,750千円 

解体費 6,910千円 

リース契約解約損 18,797千円 

   合計 99,289千円 

   

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

有形固定資産 34,945千円 

無形固定資産 510千円 

解体費 4,346千円 

リース契約解約損 5,227千円 

   合計 45,029千円 

   
 

※４ 固定資産売却損の主な内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 15,282千円 

土地 51,849千円 
 

 

※４ 固定資産売却損の主な内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3,297千円 

  
 

 
※５ 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グル

ープについて減損損失を計上しました。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗(24店舗・ 

東京都豊島区 他） 

建物・リース資産等 
400,126千円

合計 400,126千円

 当社グループは、資産のグルーピングを直営店舗ごとに

行っております。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資本回収力が当初予定

より低下した24店舗の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として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、建物303,596千円、リース資産68,251千円、

その他28,278千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを６％

で割引いて算定しております。 

 
※５ 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グル

ープについて減損損失を計上しました。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗(２店舗・

千葉県船橋市 他）

建物・リース資産等 
30,780千円

合計 30,780千円

 当社グループは、資産のグルーピングを直営店舗ごとに

行っております。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資本回収力が当初予定

より低下した２店舗の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として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、建物23,079千円、リース資産6,907千円、そ

の他793千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを６％

で割引いて算定しております。 
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（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４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 5,100,000 ― ― 5,100,000 

 

２ 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６月 23日
定時株主総会 

普通株式 76,500 15.00 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 23 日

 

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

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６月22日
定時株主総会 

普通株式 102,000 利益剰余金 20.00 平成19年３月31日 平成19年６月25日

 

 
（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４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,449,492千円 

預金期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△94,000千円 

   合計 1,355,492千円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,223,664千円 

預金期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△94,000千円 

   合計 1,129,664千円 
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 セグメント情報 
 

１ 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４月１日 至 平成18年３月31日) 

 飲食事業 

（千円） 

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,209,515 1,831,571 15,041,087 ― 15,041,087

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
― ― ― ― ―

計 13,209,515 1,831,571 15,041,087 ― 15,041,087

営業費用 12,242,949 1,645,015 13,887,965 460,678 14,348,643

営業利益又は営業損失（△） 966,566 186,555 1,153,122 (460,678) 692,444

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 

 

資産 4,094,325 302,115 4,396,441 1,599,124 5,995,566

減価償却費 314,804 2,008 316,813 10,866 327,679

減損損失 400,126 ― 400,126 ― 400,126

資本的支出 443,625 794 444,419 20,874 465,294

（注） １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

    (1) 飲食事業 ･･･････････････ 一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業 

    (2) フランチャイズ事業 ･････ フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（460,678千円）の主なものは、当社の総務部門 

     等管理部門に係る費用であります。 

   ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,599,124千円）の主なものは、当社での余資運用資金（現 

     金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

   ５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 飲食事業 

（千円） 

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,633,890 2,569,300 16,203,190 ― 16,203,190

 (2) セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
― ― ― ― ―

計 13,633,890 2,569,300 16,203,190 ― 16,203,190

営業費用 12,756,340 2,252,017 15,008,357 451,414 15,459,771

営業利益 877,549 317,282 1,194,832 (451,414) 743,418

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 

 

資産 4,542,446 370,852 4,913,298 1,361,849 6,275,148

減価償却費 350,284 1,253 351,538 7,862 359,401

減損損失 30,780 ― 30,780 ― 30,780

資本的支出 809,026 ― 809,026 25,767 834,794

（注） １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

    (1) 飲食事業 ･･･････････････ 一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業 

    (2) フランチャイズ事業 ･････ フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（451,414千円）の主なものは、当社の総務部門 

     等管理部門に係る費用であります。 

   ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,361,849千円）の主なものは、当社での余資運用資金（現 

     金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

   ５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

   ６ 会計方針の変更 

     （役員賞与に関する会計基準） 

       「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与 

      に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。 

       これにより、「飲食事業」で3,220千円、「フランチャイズ事業」で1,350千円及び「消去又は全社」で20,430千円、 

それぞれ営業費用が増加し、営業利益が減少しております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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 リース取引関係 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 取得価額 

相 当 額 

(千円) 

 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

減損損失 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

期末残高

相 当 額

（千円）

機械及び装置 243,478 125,123 3,622 114,733

有形固定資産

その他 
985,783 510,973 60,987 413,822

無形固定資産 85,351 44,802 127 40,420

合計 1,314,613 680,899 64,737 568,977
 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

取得価額

相 当 額

(千円) 

 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

減損損失 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

期末残高

相 当 額

（千円）

機械及び装置 233,315 103,363 1,746 128,205

有形固定資産

その他 
992,137 505,391 60,783 425,963

無形固定資産 115,884 35,121 127 80,634

合計 1,341,337 643,876 62,657 634,803
 

(２)未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

１年内 233,630千円 

１年超 396,991千円 

 合計 630,621千円 

  

リース資産減損勘定期末残高   43,401 千円 
 

(２)未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

１年内 241,115千円 

１年超 443,703千円 

 合計 684,819千円 

  

リース資産減損勘定期末残高   29,436 千円 
 

(３)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 267,693千円

リース資産減損勘定の取崩額 24,849千円

減価償却費相当額 219,000千円

支払利息相当額 11,507千円

減損損失 68,251千円

  
 

(３)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 282,233千円

リース資産減損勘定の取崩額 20,872千円

減価償却費相当額 259,089千円

支払利息相当額 13,054千円

減損損失 6,907千円

  
 

(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 

 未経過リース料 

（借主側） 

１年内 4,139千円 

１年超 344千円 

合計 4,484千円 

 

（貸主側） 

１年内 4,139千円 

１年超 344千円 

合計 4,484千円 

 
 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

（借主側） 

１年内 344千円 

１年超 － 千円 

合計 344千円 

 

（貸主側） 

１年内 344千円 

１年超 － 千円 

合計 344千円 
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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４月１日 至 平成18年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所
資本金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末

残高

(千円)

役   員 三 森 久 実 ― ― 当社 

代表取締役

社長 

(被所有)

直接 

33.7% 

― ― 

 

不動産 

賃貸借 

に伴う 

被債務保証

(注) 

 

― 

 

― 

 

（注）当社が賃借している事業所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。 

   また、連帯保証件数及び連帯保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

 

氏名 
保証件数 

(平成 18 年３月 31 日現在)

年間対象賃借料 

（自 平成 17 年 4月 1日 

至 平成 18 年 3月 31 日）

三 森 久 実 ３件 21,644 千円 

 

 当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所
資本金 

(千円) 

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

(千円) 
科目 

期末

残高

(千円)

役   員 三 森 久 実 ― ― 当社 

代表取締役

社長 

(被所有)

直接 

33.6% 

― ― 

 

不動産 

賃貸借 

に伴う 

被債務保証

(注) 

 

― 

 

― 

 

（注）当社が賃借している事業所の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありません。 

   また、連帯保証件数及び連帯保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

 

氏名 
保証件数 

(平成 19 年３月 31 日現在)

年間対象賃借料 

（自 平成 18 年 4月 1日 

至 平成 19 年 3月 31 日）

三 森 久 実 ２件 20,798 千円 
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 税効果会計関連 
前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の

内訳 

 

繰延税金資産 

（１）流動資産 

未払事業税否認 16,568千円

未払事業所税否認 5,206千円

賞与引当金損金算入限度超過額 8,511千円

その他 2,804千円

  計 33,089千円

 

 

 

（２）固定資産 

減損損失 114,931千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 41,302千円

子会社欠損金 10,039千円

その他 406千円

  小計 166,679千円

評価性引当額 △10,039千円

  計 156,639千円

繰延税金資産の純額 189,729千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の

内訳 

 

繰延税金資産 

（１）流動資産 

未払事業税否認 20,706千円

賞与引当金損金算入限度超過額 7,903千円

減損損失 6,940千円

閉店損失引当金 6,187千円

未払事業所税否認 4,894千円

その他 1,834千円

  計 48,467千円

 

（２）固定資産 

減損損失 96,940千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 45,710千円

子会社欠損金 13,159千円

その他 1,694千円

  小計 157,504千円

評価性引当額 △13,159千円

  計 144,345千円

繰延税金資産の純額 192,812千円

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 ％ 

法定実効税率 40.6 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 10.9 

住民税均等割等 14.0 

評価性引当額の増加 4.3 

持分法投資損失 3.0 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.1 

  
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 ％ 

法定実効税率 40.6 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 

住民税均等割等 2.5 

評価性引当額の増加 0.5 

持分法投資損失 0.7 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.8 
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 有価証券関係 
 

１ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

売却額（千円） 10,982 ― 

売却益の合計（千円） 8,213 ― 

売却損の合計（千円） ― ― 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 区分 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券 

     非上場株式 

（2）関連会社株式 

     関連会社株式 

 

1,000 

 

19,547 

 

1,000 

 

16,285 

合計 20,547 17,285 
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 デリバティブ取引関係 
 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（１）取引の内容 

 当社の利用するデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

 

（２）取引に対する取組方針及び利用目的等 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利等の変動リ

スクを回避する目的で利用しており、投機的な取引

を行わない方針であります。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。ヘッジ

手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の

評価方法については、連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項４．（5）重要なヘッジ会計の方

法に記載のとおりであります。 

 

（３）取引に係るリスクの内容 

 当社の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、デリバティブ取

引の相手方は、信用度の高い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判断しており

ます。 

 

（４）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行及び管理は、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内規程に従い、担当部門

が決裁担当者の承認を得て行っております。 

 

（１）取引の内容 
同左 

 

 

（２）取引に対する取組方針及び利用目的等 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

 

（４）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 すべてヘッジ会計が適用されているため、注記を省略

しております。 

同左 
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 退職給付関係 
 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

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 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △104,640千円 

②年金資産 ― 

③未積立退職給付債務(①＋②) △104,640千円 

④未認識数理計算上の差異 2,910千円 

⑤退職給付引当金(③＋④) △101,729千円 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △119,140千円 

②年金資産 ― 

③未積立退職給付債務(①＋②) △119,140千円 

④未認識数理計算上の差異 6,551千円 

⑤退職給付引当金(③＋④) △112,588千円 

  
 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 24,307千円 

②利息費用 1,417千円 

③数理計算上の差異の費用処理額 1,127千円 

④その他（注） △2,159千円 

⑤退職給付費用(①＋②＋③＋④) 24,692千円 

 

（注）臨時に支払った割増退職金（1,465千円）及び 

   支給資格の欠格により戻入れした退職金（3,625

   千円）であります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 24,108千円 

②利息費用 1,538千円 

③数理計算上の差異の費用処理額 1,009千円 

④退職給付費用(①＋②＋③) 26,655千円 

 

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 ポイント基準 

②割引率 1.5％ 

③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 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 ポイント基準 

②割引率 1.5％ 

③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。 

 



株式会社大戸屋（2705）平成 19 年３月期 決算短信 

―31― 

 ストック・オプション等関係 
 

 当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

ストック･オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

会社名  提出会社 

決議年月日  平成 14 年６月 27 日 

付与対象者の区分及び人数  当社取締役６名及び従業員 45 名 

株式の種類及び付与数  普通株式 150,000 株 

付与日  平成 14 年８月１日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締

役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。 

新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その相続人による新株

予約権の行使は、これを認めない。 

譲渡、質入その他処分された新株予約権の行使は、これを認めない。

その他の細目は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成 16 年８月１日～平成 24 年６月 26 日 

 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 14 年６月 27 日 

権利確定前  

 期首（株） － 

 付与（株） － 

 失効（株） － 

 権利確定（株） － 

 未確定残（株） － 

権利確定後 

 期首（株） 115,000 

 権利確定（株） － 

 権利行使（株） － 

 失効（株） 5,000 

 未行使残（株） 110,000 

 

  ② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 14 年６月 27 日 

権利行使価格（円） 1,530 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） － 

 

 

 企業結合等関係 
 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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 １株当たり情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 332円38銭
 

１株当たり純資産額 382円64銭
 

１株当たり当期純損失 0円27銭
 

１株当たり当期純利益 65円80銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため、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について

は、希薄化効果を有している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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益 38,984千円 335,593千円

普通株主に帰属しない金額 40,400千円 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (40,400千円) ( ― )

普通株式に係る当期純利益 
又は普通株式に係る当期純損失(△) 

△1,415千円 335,593千円

普通株式の期中平均株式数 5,100,000株 5,100,000株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式の概要 

平成14年6月27日定時株主総会
決議ストックオプション（新株
予約権） 

普通株式 115,000株 

平成14年6月27日定時株主総会
決議ストックオプション（新株
予約権） 

普通株式 110,000株 

 

 

 重要な後発事象 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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）食材等仕入実績 
   当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて当連結会計年度における事業の種類別セグメント

ごとの食材等仕入実績を記載しております。 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日) 

比較増減 

区 分 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

飲 食 事 業 3,853,339 72.9 3,865,448 66.0 12,109 △6.9

フ ラ ン チ ャ イ ズ 事 業 1,429,921 27.1 1,995,362 34.0 565,440 6.9

合 計 5,283,260 100.0 5,860,810 100.0 577,550 ―

（注）金額に消費税等は含まれておりません。 

 

（２）販売実績 

  ①販売方法 
   当社グループは、一般消費者に対して店頭販売を行っております。 

販売は、ほとんどが現金による小売販売であります。 

 

  ②販売実績 
   当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日) 

比較増減 

区 分 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

飲 食 事 業 13,209,515 87.8 13,633,890 84.1 424,374 △3.7

フ ラ ン チ ャ イ ズ 事 業 1,831,571 12.2 2,569,300 15.9 737,728 3.7

合 計 15,041,087 100.0 16,203,190 100.0 1,162,102 ―

（注）金額に消費税等は含まれておりません。 

 

  ③地区別販売実績 

   当連結会計年度の販売実績を地区別に示すと次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日)

比較増減 

区 分 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

東 京 都 10,018,580 66.6 10,757,582 66.4 739,002 △0.2

神 奈 川 県 他 5,022,507 33.4 5,445,607 33.6 423,099 0.2

合 計 15,041,087 100.0 16,203,190 100.0 1,162,102 ―

（注）１．金額に消費税等は含まれておりません。 

２．「神奈川県他」には、北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、山梨県、愛知県、大阪府、奈

良県及び海外（連結子会社）が含まれております。 

３．フランチャイズ事業の販売実績は、「東京都」に含まれております。 
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６. 財務諸表等 

（１）貸借対照表 
（単位：千円） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,306,213  1,069,185

２ 売掛金  203,759  251,774

３ 原材料  29,466  31,766

４ 貯蔵品  5,863  5,346

５ 前払費用  109,873  109,999

６ 繰延税金資産  33,089  48,467

７ 未収入金  76,375  28,500

８ 預け金  131,249  153,709

９ その他  49,622  12,816

流動資産合計  1,945,513 32.9  1,711,565 29.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  2,839,691 2,977,768 

減価償却累計額  816,346 2,023,344 1,041,962 1,935,806

(2) 構築物  15,696 21,423 

減価償却累計額  1,698 13,997 3,448 17,975

(3) 車両運搬具  14,311 14,311 

減価償却累計額  478 13,832 2,607 11,703

(4) 工具器具備品  388,593 436,649 

減価償却累計額  249,000 139,592 300,197 136,452

(5) 建設仮勘定  －  638

有形固定資産合計  2,190,768 37.0  2,102,576 35.7

２ 無形固定資産   

(1) のれん  －  3,821

(2) ソフトウェア  6,765  4,324

(3) 電話加入権  3,026  3,008

無形固定資産合計  9,791 0.2  11,155 0.2

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,000  1,000

(2）関係会社株式  161,389  416,184

(3) 出資金  150  150

(4) 長期貸付金  71,590  65,695

(5) 長期前払費用  76,098  71,847

(6) 繰延税金資産  156,639  143,057

(7) 敷金及び保証金  1,266,027  1,327,857

(8) 保険積立金  23,800  25,910

(9) その他  11,000  12,591

投資その他の資産合計  1,767,696 29.9  2,064,294 35.0

固定資産合計  3,968,256 67.1  4,178,026 70.9

資産合計  5,913,770 100.0  5,889,591 100.0
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（単位：千円） 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  493,966  533,238

２ 短期借入金  1,300,000  882,000

３ １年内返済予定長期借入金  706,734  672,396

４ 未払金  585,413  517,795

５ 未払費用  87,332  123,087

６ 未払法人税等  168,494  224,900

７ 未払消費税等  55,226  39,718

８ 前受金  4,620  7,402

９ 預り金  21,427  9,051

10 前受収益  12,284  4,473

11 賞与引当金  20,964  19,467

12 閉店損失引当金  －  15,240

流動負債合計  3,456,463 58.4  3,048,771 51.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  463,928  549,396

２ 長期未払金  23,492  12,342

３ 退職給付引当金  101,729  112,588

４ 預り敷金・保証金  107,780  169,460

５ その他  9,702  9,450

固定負債合計  706,632 12.0  853,236 14.5

負債合計  4,163,095 70.4  3,902,007 66.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 467,200 7.9  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  385,400  －

資本剰余金合計  385,400 6.5  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  3,582  －

２ 当期未処分利益  894,492  －

利益剰余金合計  898,074 15.2  － －

資本合計  1,750,674 29.6  － －

負債・資本合計  5,913,770 100.0  － －
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比

(％)
金額 

構成比

(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － －  467,200 7.9

２ 資本剰余金   

（1）資本準備金  － 385,400 

   資本剰余金合計  － －  385,400 6.5

３ 利益剰余金   

（1）利益準備金  － 3,582 

（2）その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金  － 1,131,401 

   利益剰余金合計  － －  1,134,983 19.3

株主資本合計  － －  1,987,583 33.7

純資産合計  － －  1,987,583 33.7

負債純資産合計  － －  5,889,591 100.0
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（２）損益計算書 
（単位：千円） 

  

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比

(％)
金額 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  14,954,432 100.0  15,767,051 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首たな卸高  31,041 29,466 

２ 当期仕入高  5,244,985 5,705,848 

合計  5,276,027 5,735,314 

３ 他勘定振替高 ※１ 42,437 50,200 

４ 期末たな卸高  29,466 5,204,123 34.8 31,766 5,653,347 35.9

売上総利益  9,750,309 65.2  10,113,703 64.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費  191,740 192,630 

２ 役員報酬  99,948 128,174 

３ 給与手当  4,414,276 4,598,297 

４ 賞与  29,980 27,904 

５ 賞与引当金繰入額  20,964 19,467 

６ 退職給付費用  24,692 26,655 

７ 法定福利費  272,471 299,823 

８ 福利厚生費  17,037 20,370 

９ 旅費交通費  216,963 237,655 

10 水道光熱費  763,498 781,205 

11 消耗品費  376,921 384,079 

12 地代家賃  1,254,635 1,270,260 

13 店舗保守料  311,137 327,856 

14 賃借料  297,006 301,687 

15 減価償却費  319,306 320,666 

16 租税公課  72,704 71,984 

17 その他  357,473 9,040,758 60.5 341,271 9,349,990 59.3

営業利益  709,550 4.7  763,713 4.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1,689 2,660 

２ 取引先協賛金  20,949 22,159 

３ 雑収入  5,038 27,677 0.2 6,575 31,394 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  39,249 44,450 

２ 雑損失  730 39,980 0.2 88 44,538 0.2

経常利益  697,247 4.7  750,569 4.8
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（単位：千円） 

  

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比

(％)
金額 

百分比

(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 前期損益修正益 ※２ 10,842 － 

２ 店舗売却益  19,837 16,269 

３ 受取店舗立退料  － 35,086 

４ 投資有価証券売却益  8,213 38,892 0.2 － 51,355 0.3

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 99,269 44,962 

２ 固定資産売却損 ※４ 68,485 4,004 

３ 閉店損失  35,068 25,717 

４ 閉店損失引当金繰入額  － 15,240 

５ 減損損失 ※５ 400,126 30,780 

６ 解約違約金  － 23,256 

７ その他  1,000 603,950 4.0 － 143,961 0.9

税引前当期純利益  132,190 0.9  657,963 4.2

法人税、住民税及び事業税  199,969 305,948 

法人税等調整額  △117,389 82,580 0.6 △1,794 304,153 2.0

当期純利益  49,609 0.3  353,809 2.2

前期繰越利益  844,882  

当期未処分利益  894,492  
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（３）利益処分計算書 
（単位：千円） 

  

前事業年度 

(株主総会承認日 

 平成18年６月23日) 

区分 
注記 

番号 
金額 

Ⅰ 当期未処分利益  894,492

Ⅱ 利益処分額  

 １ 利益配当金  76,500

 ２ 取締役賞与金  40,400 116,900

Ⅲ 次期繰越利益  777,592

  

 

 

（４）株主資本等変動計算書 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

そ の 他

利益剰余金

 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金

合   計
利益準備金

繰越利益 

剰 余 金

利益剰余金 

合   計 

株主資本 

合  計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 

（千円） 
467,200 385,400 385,400 3,582 894,492 898,074 1,750,674 1,750,674

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △76,500 △76,500 △76,500 △76,500

役員賞与（注）   △40,400 △40,400 △40,400 △40,400

当期純利益   353,809 353,809 353,809 353,809

事業年度中の変動額

合計（千円） 
  236,909 236,909 236,909 236,909

平成19年３月31日残高 

（千円） 
467,200 385,400 385,400 3,582 1,131,401 1,131,401 1,987,583 1,987,583

（注）平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 



株式会社大戸屋（2705）平成 19 年３月期 決算短信 

―40― 

（５）重要な会計方針 
 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

(１)子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(２)その他有価証券 

    時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

(１)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(２)その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

原材料及び貯蔵品 

 終仕入原価法 

原材料及び貯蔵品 

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 

   耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

   建物   ８年～15年 

(１)有形固定資産 

同左 

 (２)無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

(２)無形固定資産 

   のれんについては、その支出の効

果の発現期間（５年）に基づく定額

法 

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

 (３)長期前払費用 

  均等償却 

   なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

(３)長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (１)賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。 

(１)賞与引当金 

同左 

 (２)  ――――――――― 

 

(２)閉店損失引当金 

   店舗の閉鎖により発生する損失

に備えるため、当事業年度末におけ

る閉鎖決定店舗の閉店時に発生す

ると認められる額を計上しており

ます。 

 (３)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当事業年度末

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。 

(３)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 
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項目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしたおりますので、特例処理

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） 

  金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理の要

件を満たしているため、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 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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（６）重要な会計方針の変更 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から、「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、税引前当期純利益が283,081千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき減損処理を行った各資産の金額から直接

控除しております。 

 

――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――― 

 

――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,987,583千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸

表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）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、

それぞれ25,000千円減少しております。 
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（表示方法の変更） 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」については、当事業年度にお

いて資産総額の100分の１を超えることとなったため、当

事業年度より区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「未収入金」は、37,656千円であ

ります。 

 

――――――――――――― 

（損益計算書関係） 

 １ 前事業年度まで区分掲記しておりました「業務受託

収入」は、当事業年度において営業外収入の総額の100

分の10以下となりましたので、当事業年度より「雑収

入」に含めて表示しております。 

   なお、当事業年度の「業務受託収入」は349千円であ

ります。 

 

 ２ 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて計上

しておりました「固定資産売却損」については、当事

業年度において特別損失の総額の100分の10を超える

こととなったため、当事業年度より区分掲記すること

といたしました。 

   なお、前事業年度の「固定資産売却損」は1,026千円

であります。 

 

 ３ 前事業年度まで特別損失の「固定資産除却損」に含

めて表示しておりました、店舗閉鎖に伴い発生する固

定資産除却損については、当事業年度より、店舗のス

クラップアンドビルドが今後発生する可能性が高ま

り、閉店に伴う損失をより明瞭に表示するため、当事

業年度より「閉店損失」にて区分掲記することといた

しました。 

   なお、前事業年度の当該表示の方法によった場合の

「閉店損失」の金額は、54,876千円であります。 

――――――――――――― 
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（７）個別財務諸表に関する注記事項 

 

（貸借対照表関係） 
前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

 
※１ 会社が発行する株式総数 普通株式 18,800,000株

   発行済株式総数 普通株式 5,100,000株

 

 ２ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 38,596千円

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 6,000千 18,180千円

   小計 56,776千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 OOTOYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 2,314千 7,012千円

   合計 63,788千円

   外貨建保証債務については、期末日の為替レート

   により換算しております。 

 
 

 
※１     ――――――――――――― 

    

 

 ２ 保証債務 

金融機関借入の保証 

 ＦＣ加盟店（２件） 29,128千円

 BETAGRO OOTOYA （THAILAND)CO.,LTD.

 BAHT 16,400千 60,024千円

   小計 89,152千円

リース会社に対するリース債務の保証 

 BETAGRO OOTOYA (THAILAND)CO.,LTD. 

 BAHT 1,683千 6,160千円

   合計 95,312千円

   外貨建保証債務については、期末日の為替レート

   により換算しております。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 42,437千円
 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 50,200千円
 

 

※２ 過年度において、計上支払していた手数料の戻入額

であります。 

 

 

※２     ――――――――――――― 

 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物及び工具器具備品 50,810千円

ソフトウェア 22,750千円

リース契約解約損 18,797千円

店舗解体費 6,910千円

 
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物及び工具器具備品 34,635千円

リース契約解約損 5,227千円

店舗解体費 4,346千円

 
 

※４ 固定資産売却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物 15,282千円

土地 51,849千円

 
 

※４ 固定資産売却損の主な内訳は次のとおりであります。

建物 3,297千円

工具器具備品 658千円
 

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗(24店舗・ 

東京都豊島区 他） 

建物・リース資産等 
400,126千円

合計 400,126千円

 当社は、資産のグルーピングを直営店舗ごとに行ってお

ります。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資本回収力が当初予定

より低下した24店舗の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として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、建物303,596千円、リース資産68,251千円、

その他28,278千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを６％

で割引いて算定しております。 

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

用途・場所 種類 金額 

直営店舗(２店舗・

千葉県船橋市 他）

建物・リース資産等 
30,780千円

合計 30,780千円

 当社は、資産のグルーピングを直営店舗ごとに行ってお

ります。 

 減損対象とした直営店舗は、投下資本回収力が当初予定

より低下した２店舗の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として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、建物23,079千円、リース資産6,907千円、そ

の他793千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを６％

で割引いて算定しております。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 
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 リース取引関係 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
 取得価額 

相 当 額 

(千円) 

 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

減損損失 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

期末残高

相 当 額

（千円）

機械及び装置 243,478 125,123 3,622 114,733

工具器具備品 985,783 510,973 60,987 413,822

ソフトウェア 85,351 44,802 127 40,420

合計 1,314,613 680,899 64,737 568,977
 

取得価額

相 当 額

(千円) 

 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

減損損失 

累 計 額 

相 当 額 

(千円） 

期末残高

相 当 額

（千円）

機械及び装置 233,315 103,363 1,746 128,205

工具器具備品 992,137 505,391 60,783 425,963

ソフトウェア 115,884 35,121 127 80,634

合計 1,341,337 643,876 62,657 634,803
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

１年内 233,630千円

１年超 396,991千円

合計 630,621千円

リース資産減損勘定期末残高  43,401千円 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

１年内 241,115千円

１年超 443,703千円

合計 684,819千円

リース資産減損勘定期末残高  29,436千円 

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 267,693千円

リース資産減損勘定の取崩額 24,849千円

減価償却費相当額 219,000千円

支払利息相当額 11,507千円

減損損失 68,251千円
 

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 282,233千円

リース資産減損勘定の取崩額 20,872千円

減価償却費相当額 259,089千円

支払利息相当額 13,054千円

減損損失 6,907千円
 

 

(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。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

（借主側） 

１年内 4,139千円

１年超 344千円

合計 4,484千円

 

（貸主側） 

１年内 4,139千円

１年超 344千円

合計 4,484千円
 

 

(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 

未経過リース料 

（借主側） 

１年内 344千円

１年超 － 千円

合計 344千円

 

（貸主側） 

１年内 344千円

１年超 － 千円

合計 344千円
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 有価証券関係 
 

前事業年度(平成18年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(平成19年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。 

 

 

 税効果会計関係 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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 

繰延税金資産 

 (1) 流動資産 

未払事業税否認 16,568千円

賞与引当金損金算入限度超過額 8,511千円

未払事業所税否認 5,206千円

その他 2,804千円

  計 33,089千円
 

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 

 (1) 流動資産 

未払事業税否認 20,706千円

賞与引当金損金算入限度超過額 7,903千円

減損損失 6,940千円

閉店損失引当金 6,187千円

未払事業所税否認 4,894千円

その他 1,834千円

  計 48,467千円
 

 

 (2) 固定資産 

減損損失 114,931千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 41,302千円

その他 406千円

  計 156,639千円

繰延税金資産の純額 189,729千円
 

 

 (2) 固定資産 

減損損失 96,940千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 45,710千円

その他 406千円

  計 143,057千円

繰延税金資産の純額 191,524千円
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異となった主な項目別の内訳 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異となった主な項目別の内訳 

 ％

法定実効税率 40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 9.3

住民税均等割等 12.0

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.5

 
 

 ％

法定実効税率 40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2

住民税均等割等 2.4

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2
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 １株当たり情報 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 335円34銭
 

１株当たり純資産額 389円72銭
 

１株当たり当期純利益 １円80銭
 

１株当たり当期純利益 69円37銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している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について

は、希薄化効果を有している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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項  目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当期純利益 49,609千円 353,809千円

普通株主に帰属しない金額 40,400千円 ―

（うち利益処分による役員賞与金） (40,400千円) ( ― )

普通株式に係る当期純利益 9,209 千円 353,809 千円

普通株式の期中平均株式数 5,100,000 株 5,100,000 株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要 

平成14年６月27日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権） 

普通株式     115,000株 

平成14年６月27日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権） 

普通株式     110,000株 

 

 

７.その他 

 

（１）役員の異動 

   ① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

   ② その他の役員の異動（平成 19 年６月 22 日付予定） 

新任取締役候補 

 取締役 藤森 茂樹（現 直営事業本部副本部長） 

 取締役 濵田 寛明（現 経営企画部長） 

 取締役 窪田 健一（現 ＦＣ事業本部長 兼 ＦＣ営業部長） 

 

 


