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１．平成 19 年 5 月期の業績（平成 18 年 5 月 16 日 ～ 平成 19 年 5 月 15 日） 

(1) 経営成績 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      当期純利益 

 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％

19 年 5 月期  12,630,554 12.6 854,517 16.3 844,222 11.3 443,594 13.5

18 年 5 月期  11,221,762 23.1 734,487 26.6 758,371 25.4 390,704  31.1
 

 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 5 月期 3,221  92 ― 23.2 20.5 6.8
18 年 5 月期 2,890  25 ― 29.7 21.5 6.6

 (参考)持分法投資損益 19 年 5 月期 －千円   18 年 5 月期 －千円  
  
(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 
純 資 産 

 千円 千円 ％ 円   銭

19 年５月期 4,591,344 2,306,552 50.2 15,887   54
18 年 5 月期 3,653,599 1,511,556 41.4 11,181   80

（参考）自己資本 19 年 5 月期 2,306,552 千円  18 年 5 月期 1,511,556 千円 
 

(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 
 千円 千円 千円   千円

19 年５月期 735,937 △118,764 351,557 1,892,193
18 年 5 月期 535,604 △338,591 △151,195 923,463

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 
配当金総額 

(年間) 配当性向 純資産配当率

 円  銭 円  銭 円  銭 千円 ％   ％

19 年５月期 － － 270 00 270 00 39,198 8.3 2.2
18 年 5 月期 － － － － 0 00 － －  －

20 年 5 月期(予想) 270 00 270 00 39,198  
（注）19 年 5 月期期末配当金の内訳 普通配当 200 円 00 銭 記念配当 70 円 00 銭 
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３．平成 20 年 5 月期の業績予想（平成 19 年 5 月 16 日 ～ 平成 20 年 5 月 15 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 
一株当たり

当期純利益

 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％ 円  銭

中  間  期 6,700,000  9.9 440,000  8.8 450,000 11.1 240,000 10.5 1,653 12
通     期 14,270,000 13.0 980,000 14.7 1,000,000 18.5 510,000 15.0 3,512 88
（注）１.上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した情報と変わりありませんが、実際 

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 
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   無 
② ①以外の変更          無 
 
 

（２）発行済み株式総数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） １９年５月期 145,180 株 １８年５月期 135,180 株 
② 期末自己株式数           １９年５月期    －株 １８年５月期    －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、28 ページ「１株当たり情報」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 

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により民間設備投資の増加や雇用情勢の回復に

ともなう個人消費の増加など緩やかな景気回復の基調で推移いたしました。 

外食産業におきましても、縮小傾向にありました市場規模が個人消費の増加にともない緩やかな増

加傾向に転じつつあります。しかしながら、消費者ニーズの多様化にともなう業態を超えた企業間競

争はますます激化しており、企業経営にとりましては依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中で当社は、グルメ回転寿司の旗手として「私達の真心を提供し、お客様の感謝

と喜びをいただく」という経営理念に基づき、お手ごろ価格で常に新鮮な旬のお寿司と銚子丸劇団員

による元気な接客サービスの提供を徹底し、売上の増大と利益の向上に努めてまいりました。 

さらに、衛生管理の強化にも取り組み、平成 19 年２月に南大泉店が東京都食品衛生自主管理認証を

取得し、飲食店営業すし部門で回転すし第一号の認証店となりました。 

なお、出退店の実績につきましては、当期は５店舗（前年同期は７店舗）を新規出店いたしました。 

この結果、当期末現在における店舗数は、千葉県内に 23 店舗、東京都内に 19 店舗、埼玉県内に８

店舗の合計 50 店舗となりました。 

以上の結果、当期の売上高は 126 億 30 百万円（前期比 12.6％増）、経常利益は 8 億 44 百万円（前

期比 11.3％増）、当期純利益は 4 億 43 百万円（前期比 13.5％増）となり、増収増益となりました。な

お、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、埼玉県と千葉県の２店舗の固定資産およびリース資

産に関して減損損失３千３百万円が発生いたしました。 

また、当社は平成 19 年３月７日に株式会社ジャスダック証券取引所へ株式を上場いたしました。こ

れもひとえに株主様をはじめ関係者各位の暖かいご支援の賜物と心から感謝申し上げます。 

（注）金額に消費税等は含まれておりません。 

 
（２）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

   当事業年度末における流動資産の残高は、2,412,230 千円（前事業年度末は 1,525,978 千円）とな

り、886,251 千円増加しました。これは、5 店舗の新店を含む売上高伸長による現金及び預金の増加

（1,326,652 千円から 2,185,445 千円へ 858,793 千円の増）が大きな要因であります。 

当事業年度末における固定資産の残高は、2,179,114 千円（前事業年度末は 2,127,621 千円）となり、

51,493 千円増加しました。これは、新規出店 5 店舗増による差入保証金の増加（855,699 千円から

916,332 千円へ 60,632 千円の増）が主要因です。 

 （負債） 

   当事業年度末における流動負債の残高は、1,768,490 千円（前事業年度末は 1,696,696 千円）とな

り、71,793千円増加しました。これは、当事業年度 5店舗の新店出店による買掛金債務の増加 (532,506

千円から 636,019 千円へ 103,513 千円増)、1 年内返済予定の長期借入金の増加（121,224 千円から

154,048千円へ32,824千円増）および当社発行上場記念お食事券の前受金の増加（472千円から24,609

千円へ 24,137 千円の増）、ならびに１年内償還予定社債の減少(前事業年度計上 100,000 千円から零へ

100,000 千円の減）が大きな要因であります。 
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   当事業年度末における固定負債の残高は、516,302 千円（前事業年度末は 445,347 千円）となり、

70,955 千円増加しました。これは、長期借入金の減少（77,547 千円から 48,502 千円へ 29,045 千円

減）及び社債の増加 100,000 千円が要因であります。 

（純資産） 

   当事業年度末における純資産の残高は、2,306,552 千円（前事業年度末は 1,511,556 千円）となり、

794,996 千円増加しました。その主な要因は、当期純利益計上による繰越利益剰余金の増加（1,309,283

千円から 1,752,878 千円へ 443,594 千円の増）であります。 

 
  ②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、前年同期末に比べて 968,729 千円増加し、当事業

年度末には 1,892,193 千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果によって得られた資金は、735,937 千円（前年同期比 37.4％増）となりました。これ

は、税引前当期純利益の 808,139 千円と減価償却費の 133,657 千円と仕入債務の増加の 103,513 千円

等による資金増、法人税等の支払額 397,127 千円による資金減少があったこと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） 

  投資活動の結果使用した資金は、118,764 千円(前年同期比 64.9％減)となりました。これは主に定期

預金の払戻による収入純額 109,936 千円、有形固定資産取得による支出が 160,535 千円、差入保証金

の差入による支出が 65,108 千円で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） 

財務活動の結果得られた資金は、351,557 千円(前事業年度は 151,195 千円の支出)となりました。こ

れは、株式の発行による収入 348,887 千円等によるものであります。 

（参考） 

 平成15年5月期 平成 16年 5月期 平成17年5月期 平成 18年 5月期 平成 19 年 5 月期

自己資本比率（％） 14.9 27.2 33.0 41.4 50.2

時価ベースの自己資本比

率（％） 
－ － － － 34.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
－ － 55.2 55.8 41.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － 144.8 99.3 134.0

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／総資本 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 
（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注３）有利子負債は貸借対照表に計算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。 
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（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社の利益配分に関する方針は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当事業年度の配当につきましては、1 株につき 270 円の配当を実施させていただく予定であります。 

 なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコス

ト競争力を高め、市場ニーズに応える出店戦略の展開ならびに商品・店舗設備の更なる充実を図るための

有効投資に努めてまいる所存であります。 

 次期平成 20 年 5 月期の配当金につきましては 1 株につき 270 円を想定しております。 

 当社は、会社法第 454 条第５項に基づく中間配当制度を採用しております。 

 
（４）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性が

あると考えられる主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載し

ております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避および発生した場

合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外

の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不

確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

①当社の事業に影響を与える外的要因について 

イ 競合他社との競争について 

 当社の属する回転寿司業界では、大手チェーン店の相次ぐ出店や異業種からの参入等により、競争

が激化しております。 

 このような状況の中で当社は、「お客様に真心のこもったサービスを提供し、感謝と喜びをいただく」

という当社の理念に基づき、今後も競合他社との差別化に向けた諸施策を講じながら収益力の向上に

努めてまいる所存であります。しかしながら、今後、他の外食業者や中食業者を含めた競合他社との

競争が更に激化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
ロ 食材について 

 現在、当社は回転寿司店舗のみを運営しているため、水産物や米等の原材料となる食材に関して、

市場価格変動に伴う当社仕入価格の変動や市場流通量の大幅な減少にともなう定番品目の欠品等が発

生した場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。なお、「まぐろ」については、全世界的に

漁獲高が減少傾向にあり、市場価格が継続的に上昇する事態も想定されるものと考えております。当

社では、「まぐろ」の仕入に関して、固定価格での長期契約の締結や仕入経路の多様化等によって、仕

入価格上昇や欠品が発生するリスクの低減を図る方針でありますが、こうした施策が必ずしも当社の

期待どおりの効果を生む保証はありません。 

 また、当社が取り扱う食材、特に水産物の安全性に係る問題が発生した場合、当社の業績は大きな

影響を受ける可能性があります。 
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ハ その他の外的要因について 

 現在、当社は回転寿司のみの単一事業を営んでいるため、寿司に関する消費者の嗜好の変化が当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、天候の変動は、当社店舗への来店顧客数動向、ひいては当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

②出店について 

イ 出店戦略について 

 当社は、平成 19 年 6 月 28 日現在、千葉県内に 24 店舗、東京都内に 19 店舗、埼玉県内に 8 店舗を

有しております。今後におきましても、当社はこれら三都県に神奈川県を加えた地域のロードサイド

を中心に、ドミナント方式による出店を推進する方針であります。当社は、出店にあたって、出店候

補地の周辺人口、近隣道路環境、敷地状況、競合店状況、および契約条件等の諸条件を総合的に検討

した上で、出店用地の選定を行っております。当社では、予め当社の希望する条件で絞り込んだ出店

候補地に対して、物件所有者との交渉を行っており、当該交渉期間は長期化する場合があります。ま

た、当社の出店条件に合致した物件がなく、計画通りの出店ができない場合や出店後に立地環境等に

多大な変化が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

ロ 敷金・保証金等について 

 当社は、出店に際して、敷金・保証金等を差し入れた上で土地、建物を賃借しており、賃借物件の

地主・家主の経済的破綻等により敷金・保証金等の回収が不能となった場合や、当社の都合での賃貸

借契約の中途解約により契約上の返済条件の規定から敷金・保証金等を放棄せざるを得なくなった場

合等には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③事業体制について 

イ 代表者への依存について 

 当社の創業者である堀地速男は、現在当社の代表取締役として経営方針や戦略など当社の重要な意

思決定に重要な役割を果たしており、当社の事業展開における同社長への依存度は高いものとなって

おります。 

 当社では、他の取締役に権限を委譲する等、社長に過度に依存しない体制の構築を進めております

が、今後何らかの要因により、同氏の業務執行が困難となった場合には当社の業績および今後の事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ 人材の確保および育成について 

 当社の今後の事業展開において、店舗数増加等の業容拡大に応じた組織拡大ならびにこれを担う人

材の量的・質的な確保および育成が重要な課題となっております。また、本部においても、幹部社員

に複数名の退職者が発生するなど、過年度の従業員の定着状況が芳しくなかったこともあり、会社財

産としての「人財」の定着・活性化と当社の理念を実現する戦力化を推進するために、当社独自の研

修・教育システムの充実および成果主義型人事制度の構築などの施策を推進しております。 

 しかしながら、当社が想定している以上の退職者があった場合や新規出店を担う人材の確保および

育成ができない場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ハ 鮮魚の配送について 

 当社では、水産物卸売市場の休業日を除き、早朝に水産物卸売市場で仕入れた鮮魚を、当日中に店
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舗で加工して提供するための仕入および物流体制を構築しております。当社では、このような体制を

具備していることが他社の回転寿司店舗との差別化要因の一つであると考えており、今後こうした体

制が維持継続できなくなった場合、当社の業績は大きな影響を受ける可能性があります。また、これ

らの体制を維持するためには、水産物卸売市場から開店前に仕入品を店舗に配送できることが前提と

なるため、出店用地の選定に制約が生じる場合があります。 

ニ 仕入および物流関連業務の外部委託について 

 当社は、仕入品の集荷、仕分け、および個店配送等の物流関連業務の大部分ならびに発注情報の仕

入先への連絡業務を貨物自動車運送業等を営む株式会社加悦（本店所在地：千葉県習志野市、資本金：

３百万円、代表取締役：加悦征爾）に委託しております。同社とは１年更新の継続的な業務委託契約

を締結しており、同社と当社との関係は良好に推移しておりますが、将来、同社との契約の解除等に

伴って当社が物流体制を再構築する必要が生じた場合、様々なコストの発生等により、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

 
④法的規制等について 

イ 法的規制について 

 当社の事業に関連する法的規制としては、「食品衛生法」、「消防法」、および「食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）等があります。この内、「食品衛生法」においては、

飲食店を経営するにあたり厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の許可を受けなければならな

い旨が規定されております。 

 今後、これらの法的規制が強化された場合、それに対応するための新たな費用の発生等により、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ 衛生管理について 

 当社では、衛生管理を重要な経営管理項目として位置付けており、衛生管理部に衛生担当者を置き、

各店舗の衛生評価・教育ならびに外部の専門業者との連携による食材・調理器具の検体採取や従業員

の検便検査等を定期的に実施しております。さらに、その実施結果に基づく各店舗に対する衛生管理

指導を行うなど全社的な衛生管理体制を整備しております。 

 当社は、今後とも一層の衛生面の管理を強化していく方針でありますが、外食産業の中でも生鮮食

材を取り扱う業態として、万が一、食中毒事件等が発生した場合には、企業としての存立そのものに

重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、同業他社による食中毒事件等が発生した場合におきましても、消費者による回転寿司業界全

体に対する不信感等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ハ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について 

 平成 13 年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）

により、年間 100 トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の

発生量の抑制、減量および再生利用を通じて平成 18 年度までに排出する食品廃棄物の再利用等の実施

率を 20％以上にすることが義務付けられております。 

 当社におきましては、排出量の把握とその抑制策、再生利用策、および減量策等の具体的な対応策

を実施しておりますが、今後同法に関して追加的な対応が必要となった場合、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
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ニ 短時間労働者の雇用について 

 近の報道等によると、厚生年金・健康保険の短時間労働者への適用拡大とともに、正社員並みの

労働を行っている場合における賃金等の差別的待遇の禁止等を目的とした、「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」等関連する法律の改正が検討されております。 

 当社では、従業員に占める短時間労働者の比率が高いため、今後の法改正の内容によっては、保険

料負担の増加等によって、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 
⑤個人情報の管理について 

 当社は、顧客からアンケート情報等を収集し、顧客満足度の把握およびサービス向上に努めており

ます。個人情報の管理に関しては万全を期しておりますが、何らかの理由で個人情報が漏洩した場合

には、損害賠償請求の発生や社会的信用の低下等により、当社の業績が影響を受ける可能性がありま

す。 

 

２．事業の内容 
当社は、同業他社の低価格均一回転寿司店との差別化を図るために、より上質の商品とサービスを複数

価格帯にて提供するグルメ回転寿司業態として、「すし銚子丸」の店名にて直営店のみによる多店舗展開

を行っております。 

 
［事業系統図］ 

 

 

 
３．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

当社は、創業以来グルメ回転すし「すし銚子丸」のチェーン展開を通して、「より多くのお客様によりお

いしく・よりよいサービス･より速く、をもって私たちの真心を提供し、お客様の感謝と喜びを頂く」とい

う理念のもと、いわゆる「１００円寿司」との差別化をはかり、新鮮で良質なネタを使用し独創的なメニュ

ーを開発することによって、回転すしのカテゴリーにありながらも江戸前のたち寿司に負けない高品質なす

しと、真心のこもったサービスを提供することを基本方針としております。 

 

一
般
消
費
者 

当 
 
 

社 

すし等の販売 

市
場
等(

仕
入
業
者)

 
原材料及び 
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（２）目標とする経営指標 

当社では、株主様より出資を受けた資金の有効利用の度合いを示す指標として主にＲＯＥ(株主資本利益

率)、ＲＯＡ（総資産利益率）を経営指標として重視しています。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略 
「人間の生命を支える も基本的な飲食を通しより多くのお客様に、よりおいしく・よりよいサービス・よ

り速く、をもって私達の真心を提供し、お客様の感謝と喜びを頂くことを私達の使命と致します。」という

当社の理念に基づき、価格の安さよりも食材の新鮮さ、おいしさ、ボリューム感ならびに良質な接客サービ

スの提供を基軸として 良な顧客満足を追求することを中長期的な会社の経営戦略と致します。 

 
（４）会社の対処すべき課題 

今後当社が対処すべき課題を以下に掲げます。 

① 商品力強化・ブランド優位性の向上 

 当社は、「海の香り、鮮度の追求」という食材に関するテーマに基づき、商品の出来栄え・品質・味覚

といった商品力の向上を重視し、食材の産地の開拓、素材の吟味、魅力ある商品の開発に全社を上げて取

り組んでまいります。また、今後も変化するお客様の嗜好に対応する新メニューの開発ならびに既存メニ

ューの改良に注力して「すし銚子丸」ブランドの優位性の向上に努めてまいります。 

 

② 人材の確保及び育成 

 今後の店舗網の拡大を推進していくために店舗ならびに管理部門の更なる人材の強化を推進します。そ

の人材確保のための採用計画の立案・遂行とあらゆる媒体を活用した人材募集活動に努めてまいります。 

調理技術はもとよりお客様への接客サービスならびに会社の理念を実現できる人材を育成するための当

社独自の研修プログラムの充実を図ってまいります。 

 

③ 店舗開発力の強化 

 外食業界における企業規模拡大の源泉となる高収益のあがる店舗を出店するためには、当社の出店条

件に見合った立地の選定が重要です。そのための物件情報収集網の拡充と店舗開発部の積極的な立地調

査活動を推進してまいります。 
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４．財務諸表 
  ①貸借対照表 

  前事業年度 

（平成 18 年 5 月 15 日） 

当事業年度 

（平成 19 年 5 月 15 日） 
対前年比 

区 分 
注記

番号
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産        

1. 現金及び預金  1,326,652 2,185,445   

2. 売掛金  1,891 2,274   

3. 原材料  59,976 71,739   

4. 貯蔵品  7,394 8,634   

5. 前払費用  33,925 38,676   

6. 繰延税金資産  60,643 67,163   

7. 未収入金  17,425 20,723   

8. 預け金  18,058 17,428   

9. その他  10 142   

流動資産合計  1,525,978 41.8 2,412,230 52.5 886,251

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産     

(1) 建物 1,026,595 1,099,408    

減価償却累計額 280,441 746,153 347,850 751,558   

(2) 構築物 165,789 178,580    

減価償却累計額 67,231 98,557 81,316 97,263   

(3)  車両運搬具 28,038 29,515    

減価償却累計額 18,749 9,289 21,695 7,820   

(4)  工具器具備品 130,807 158,199    

減価償却累計額 48,261 82,546 79,860 78,339   

(5)  土地  71,907 71,907   

(6) 建設仮勘定  320 3,085   

有形固定資産合計  1,008,774 27.6 1,009,974 22.0 1,199

２．無形固定資産     

(1) のれん  16,800 11,200   

(2) ソフトウエア  472 3,433   

(3) その他  2,768 3,905   

無形固定資産合計  20,040 0.5 18,538 0.4 △1,502
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      前事業年度 

（平成 18 年 5 月 15 日） 

当事業年度 

（平成 19 年 5 月 15 日） 
対前年比 

区 分 
注記

番号
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,702 1,538   

(2) 出資金  130 130   

(3) 長期前払費用  53,409 49,005   

(4) 繰延税金資産  152,863 168,595   

(5) 差入保証金  855,699 916,332   

(6) 店舗賃借仮 

勘定 
 35,000 15,000   

投資その他の資産合計  1,098,805 30.1 1,150,600 25.1 51,795

固定資産合計  2,127,621 58.2 2,179,114 47.5 51,493

資産合計  3,653,599 100.0 4,591,344 100.0 937,744

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

1. 買掛金  532,506 636,019   

2. 1 年以内返済予定 

の長期借入金 
 121,224 154,048   

3．1 年内償還予定社債  100,000 －   

4. 未払金  544,738 545,468   

5. 未払法人税等  228,104 218,929   

6. 未払消費税等  64,268 64,046   

7. 前受金  472 24,609   

8. 預り金  41,382 49,263   

9. 賞与引当金  64,000 67,200   

10. 株主優待引当金  － 8,904   

流動負債合計  1,696,696 46.4 1,768,490 38.5 71,793

Ⅱ 固定負債     

1. 社債   －  100,000   

2. 長期借入金   77,547  48,502   

3. 長期未払金   359,700  359,700   

4. その他   8,100  8,100   

固定負債合計   445,347 12.2  516,302 11.2 70,955

負債合計   2,142,043 58.6  2,284,792 49.8 142,748
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  前事業年度 

（平成 18 年 5 月 15 日） 

当事業年度 

（平成 19 年 5 月 15 日） 
対前年比 

区 分 
注記

番号
金 額（千円） 

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1.資本金  140,200 3.8 315,950 6.9 175,750

2.資本剰余金    

(1)資本準備金 61,079 236,829   

  資本剰余金合計  61,079 1.7 236,829 5.1 175,750

3.利益剰余金    

(1)利益準備金 150 150   

(2)その他利益剰余金    

  別途積立金 150 150   

繰越利益剰余金 1,309,283 1,752,878   

  利益剰余金合計  1,309,583 35.9 1,753,178 38.2 443,594

株主資本合計  1,510,863 41.4 2,305,958 50.2 795,094

Ⅱ 評価･換算差額等    
1.その他有価証券 
評価差額金  692 0.0 594 0.0 △97

評価･換算差額等合計  692 0.0 594 0.0 △97

純資産合計  1,511,556 41.4 2,306,552 50.2 794,996

負債純資産合計  3,653,599 100.0 4,591,344 100.0 937,744
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（２）損益計算書 

  前事業年度 

（自 平成 17 年 5 月 16 日 

  至 平成 18 年 5 月 15 日）

当事業年度 

（自 平成 18 年 5 月 16 日 

  至 平成 19 年 5 月 15 日） 

対前年比 

区 分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

百分比

（％）
金 額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ売上高   11,221,762 100.0 12,630,554 100.0 1,408,791

Ⅱ売上原価     

1.原材料期首たな卸高  47,524 59,976   

2.原材料仕入高  4,871,466 5,444,303   

合   計  4,918,990 5,504,279   

3.他勘定振替高  1,040 －   

4.原材料期末たな卸高  59,976 4,857,972 43.3 71,739 5,432,540 43.0 574,567

売上総利益   6,363,789 56.7 7,198,013 57.0 834,223

Ⅲ販売費及び一般管理費     

1.給与手当  2,737,756 3,129,776   

2.広告宣伝費  136,578 158,066   

3.販売促進費  250,683 337,094   

4.役員報酬  190,640 194,150   

5.支払手数料  99,371 115,429   

6.法定・福利厚生費  291,374 314,074   

7.賞与引当金繰入額  64,000 67,200   

8.減価償却費  113,130 131,155   

9.地代家賃・賃借料  858,942 952,249   

10.水道光熱費  294,087 334,267   

11.租税公課  46,031 51,975   

12.備品・消耗品費  230,943 243,985   

13.衛生費  89,322 99,876   
14.株主優待引当金繰 

  入  － 8,904   

15.その他  226,438 5,629,302 50.2 205,290 6,343,496 50.2 714,193

営業利益   734,487 6.5 854,517 6.8 120,030
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  前事業年度 

（自 平成 17 年 5 月 16 日 

  至 平成 18 年 5 月 15 日）

当事業年度 

（自 平成 18 年 5 月 16 日  

  至 平成 19 年 5 月 15 日） 

対前年比 

区 分 
注記 

番号 
金 額（千円） 

百分比

（％）
金 額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅳ営業外収益     

１.受取利息  5,844 7,174   

２.受取配当金  － 11   

３.受取手数料  15,172 8,265   

４.仕入割引  － 3,339   

５.債務時効益  － 2,514   

４.その他  8,849 29,866 0.3 3,456 24,761 0.2 △5,104

Ⅴ 営業外費用     

１.支払利息  4,320 4,250   

２.社債利息  1,180 1,173   

３.株式公開費用  － 25,106   

４.株式交付費  － 2,612   

５.社債発行費  － 1,109   

６.その他  481 5,982 0.1 803 35,056 0.3 29,074

経常利益   758,371 6.7 844,222 6.7 85,851

Ⅵ 特別利益     

１.貸倒引当金戻入益  250 250 0.0 － － － △250

Ⅶ 特別損失     

１.固定資産除却損 ※１ 3,283 2,439   

２.固定資産売却損 ※２ 137 －   

３.リース契約解約損  18,989 －   

４.減損損失 ※３ － 22,410 0.2 33,643 36,082 0.3 13,672

税引前当期純利益   736,211 6.5 808,139 6.4 71,927

法人税、住民税及び事

業税 
 363,032 386,730   

法人税等調整額  △17,524 345,507 3.0 △22,185 364,545 2.9 19,038

当期純利益   390,704 3.5 443,594 3.5 52,889
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成 17 年 5 月 16 日 至平成 18 年 5月 15 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

別途積立金
繰越利益剰余

金 

利益剰余金

合計 

株主資本合

計 

平成 17 年 5

月 15 日残高

（千円） 
140,200 61,079 61,079 150 150 918,579 918,879 1,120,159

事業年度中

の変動額 
   

当期純利益   390,704 390,704 390,704

株主資本以

外の項目の

事業年度中

の変動額(純

額) 

   

事業年度中

の変動額合

計（千円） 
－ － － － － 390,704 390,704 390,704

平成 18 年 5

月 15 日残高

（千円） 
140,200 61,079 61,079 150 150 1,309,283 1,309,583 1,510,863

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 17 年 5 月 15 日残高 

（千円） 
285 285 1,120,445

事業年度中の変動額  

当期純利益  390,704

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額 
406 406 406

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
406 406 391,110

平成 18 年 5 月 15 日残高 

（千円） 
692 692 1,511,556
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当事業年度（自平成 18 年 5 月 16 日 至平成 19 年 5月 15 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

別途積立金
繰越利益剰余

金 

利益剰余金

合計 

株主資本合

計 

平成 18 年 5

月 15 日残高

（千円） 
140,200 61,079 61,079 150 150 1,309,283 1,309,583 1,510,863

事業年度中

の変動額 
   

新株の発行 175,750 175,750 175,750  351,500

当期純利益   443,594 443,594 443,594

株主資本以

外の項目の

事業年度中

の変動額(純

額) 

   

事業年度中

の変動額合

計（千円） 
175,750 175,750 175,750 － － 443,594 443,594 795,094

平成 1９年 5

月 15 日残高

（千円） 
315,950 236,829 236,829 150 150 1,752,878 1,753,178 2,305,958

 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年 5 月 15 日残高 

（千円） 
692 692 1,511,556

事業年度中の変動額  

新株の発行  351,500

当期純利益  443,594

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額 
△97 △97 △97

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△97 △97 794,996

平成 19 年 5 月 15 日残高 

（千円） 
594 594 2,306,552
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 前事業年度 

（自 平成 17 年 5月 16 日

  至 平成 18年 5月 15日）

当事業年度 

（自 平成 18 年 5月 16 日 

  至 平成 19 年 5月 15 日）

対前年比 

区   分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャシュフロー     

税引前当期純利益  736,211 808,139  

減価償却費  115,789 133,657  

減損損失  － 33,643  

のれん償却  5,600 5,600  

差入保証金と相殺した地代家賃・

賃借料 
 41,169 40,697  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △250 －  

賞与引当金の増加額  16,000 3,200  

受取利息及び受取配当金  △5,844 △7,185  

支払利息  4,320 4,250  

社債利息  1,180 1,173  

株式交付費  － 2,612  

社債発行費  － 1,109  

固定資産除却損  3,283 2,439  

固定資産売却損  137 －  

売上債権の増減額（増加：△）  384 △383  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △9,304 △13,002  

仕入債務の増減額（減少：△）  △136,716 103,513  

その他  79,645 17,732  

     小計  851,607 1,137,199 285,592 

  利息及び配当金の受取額  161 1,356 

利息の支払額  △5,392 △5,490 

法人税等の支払額  △310,772 △397,127 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  535,604 735,937 200,333 
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  前事業年度 

（自 平成 17 年 5月 16 日

至 平成 18 年 5月 15 日）

当事業年度 

（自 平成 18 年 5月 16 日 

至 平成 19 年 5月 15 日） 

対前年比 

区   分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △463,200 △353,273  

定期預金の払戻しによる収入  463,112 463,210  

有形固定資産の取得による支出  △215,661 △160,535  

有形固定資産の売却による収入  28 －  

無形固定資産の取得による支出  － △4,485  

長期前払費用の取得による支出  △2,499 △472  

差入保証金の差入による支出  △120,847 △65,108  

差入保証金の返還による収入  539 1,875  

その他  △61 25  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △338,591 △118,764 219,826 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の借入れによる収入  － 200,000  

長期借入金の返済による支出  △151,195 △196,221  

社債の発行による収入  － 98,890  

社債の償還による支出  － △100,000  

株式の発行による収入  － 348,887  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △151,195 351,557 502,752 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  45,817 968,729 922,912 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  877,646 923,463 45,817 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 923,463 1,892,193 968,729 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年5月16日  
  至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

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 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（付属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物   5～42年 

  構築物  6～20年 

 

 

(2) 無形固定資産 

  5年間均等償却によっております。

 

 

 

(3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４.繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

      ――― 

 

 

（2） 

      ――― 

 

 

 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

 

(2) 社債発行費 

  支出時に全額費用処理しておりま

す。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成17年5月16日 
至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

 

５．引当金の計上基準 

 

(1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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。 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 （追加情報） 

役員退職慰労金規程の廃止に伴い、平

成17年8月9日開催の株主総会におい

て、役員退職慰労金の打ち切り支給を

決議したため、前事業年度末までに計

上済みの役員退職慰労引当金の全額

359,700千円を長期未払金として固定

負債に計上しております。 

(４)  

――― 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3)  

――― 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 株主優待引当金 

将来の株主優待券の利用による費用の

発生に備えるため翌期以降に利用され

る株主優待券に対する見積額を計上し

ております。 

６.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 

７.キャッシュ･フロー計算書

における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か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 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

                 同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 
至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に係る意見

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） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」 (企業会計基準第5号 平成17年12

月9日)及び｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針｣(企業会計基準適用指針第8号 

平成17年12月9日)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,511,556

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度

における貸借対照表の資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

――― 

 
表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 
至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

――― （貸借対照表） 
前期において、「営業権」として掲記されていたものは、

当期から「のれん」と表示しております。 
 

(損益計算書) 
前期まで、営業外収益の「雑収入」に含めて表示して

おりました｢仕入割引｣および｢債務時効益｣は、営業外収

益の総額の 100分の 10を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における｢仕入割引｣「債務時効益」の金額

は、2,952 千円、1,391 千円であります。 
 

（キャッシュ・フロー計算書） 
前事業年度において、「営業権償却」として掲記されて

いたものは、当事業年度から「のれん償却額」と表示し

ております。 
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注記事項 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 

至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

 

※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

  建物         576千円 

  工具器具備品    2,707千円 

   計        3,283千円 

 

 

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

  車両運搬具      137千円 

   計          137千円 

 

 

※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

建物         1,847千円 

  車両運搬具       113千円 

  工具器具備品      478千円 

     計       2,439千円 

 

※２          ――― 

 

 

 

※３ 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いたしました。 

（１）減損損失を認識した主な資産 

用途 種類 場所 

店舗等 建物 

構築物 

工具器具備品 

リース資産 

埼玉県(１店舗)

千葉県(１店舗)

（２）減損損失の認識に至った経緯 

当初予定していた収益を見込めなくなったこと

により、営業損益が継続してマイナスであり回復

が見込まれない資産グループについて減損損失を

認識しております。 

（３）減損損失の金額 

建物         21,692千円 

 構築物         2,833千円  

 工具器具備品      1,717千円 

 リース資産       7,400千円  

  合計         33,643千円 

（４）資産のグルーピングの方法 

 当社は、主に店舗を 小単位として、グルーピ

ングしております。 

（５）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、転用可能な資産以外について売却可能性が見

込めないため、零としております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 17 年 5月 16 日 至 平成 18 年 5 月 15 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度増加 

株式数（千株） 

当事業年度減少 

株式数（千株） 

当事業年度末 

 株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 135 － － 135

  合  計 135 － － 135

 
当事業年度（自 平成 18 年 5月 16 日 至 平成 19 年 5 月 15 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度増加 

株式数（千株） 

当事業年度減少 

株式数（千株） 

当事業年度末 

 株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 135 10 － 145

  合  計 135 10 － 145

 

２．配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

一株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年 8月 8日

定時株主総会 
普通株式 39,198 

利益剰余

金 
270 平成 19 年５月 15 日 平成 19 年 8 月 9 日

 
 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 

至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15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 

（平成18年5月15日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成19年5月15日現在）

（千円）

現金及び預金勘定         1,326,652 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金  △403,188 

現金及び現金同等物          923,463 

 

（千円）

現金及び預金勘定         2,185,445 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金  △293,252 

現金及び現金同等物         1,892,193 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 
至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
 取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累計

額相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

工具器具備品 653,219 348,000 305,218 

 

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 
 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） 

工具器具備品 605,955 336,292 7,400 262,263

 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

   １年内           95,688千円 

 １年超          219,796千円 

    合計          315,484千円 

 

 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 108,303千円 

減価償却費相当額 98,080千円 

支払利息相当額 10,367千円 

 

 

（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。 

（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。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内           16,800千円 

１年超            7,186千円  

  合 計                   23,986千円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

   １年内           92,660千円 

 １年超          185,707千円 

    合計          278,367千円 

   リース資産減損勘定の残高  7,400千円 

 

（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 84,055千円 

減価償却費相当額 76,899千円 

支払利息相当額 

減損損失 

6,777千円 

7,400千円 
    
（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 

      同左 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内           7,186千円 

１年超            －千円  

  合 計                  7,186千円 
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（有価証券関係） 
有価証券 
その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成18年5月15日） 

当事業年度 
（平成19年5月15日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

株式 540 1,702 1,162 540 1,538 998

 
 

（デリバティブ取引関係） 
前事業年度（自 平成 17 年 5 月 16 日 至 平成 18 年 5 月 15 日） 

    当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 平成 18 年 5 月 16 日 至 平成 19 年 5 月 15 日） 
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

（退職給付関係） 
該当事項はありません。 
 

(ストック・オプション等関係) 
該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 
至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

１. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 

１. 繰延税金資産およ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） 

    賞与引当金           25,875 

   繰延税金資産           （千円） 

    賞与引当金           27,168   

    未払事業税           17,711     未払事業税           18,635 

賞与引当金計上に係る法定福利費  6,501 

未払事業所税           4,165 

賞与引当金計上に係る法定福利費  7,235 

未払事業所税           4,427 

    減価償却超過額                   8,399     減価償却超過額                  11,269 

    長期未払金           145,426 

    その他                          8,579   

繰延税金資産計                 216,660 

    長期未払金           145,426 

減損損失            13,601 

    その他                          11,784  

繰延税金資産計                 239,550 

      繰延税金負債       繰延税金負債 

    その他有価証券評価差額      △469     その他有価証券評価差額         △403 

    差入保証金            △2,683 

  繰延税金負債計         △3,152 

繰延税金資産の純額        213,507 

    差入保証金            △3,388 

  繰延税金負債計         △3,792 

繰延税金資産の純額        235,758 

  

  ２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

                     （％） 

  法定実効税率             40.4 

   （調整） 

  ２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

                     （％） 

  法定実効税率             40.4 

   （調整） 

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7   交際費等永久に損金に算入されない項目  0.6 

  住民税均等割等            0.9   住民税均等割等             0.8 

  留保金課税              5.6 

  その他               △0.6  

  税効果会計適用後の法人税等の負担率  47.0  

  留保金課税               3.2 

  その他                 0.1  

  税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.1  

  

 
（持分法損益等） 
前事業年度（自 平成 17 年 5 月 16 日 至 平成 18 年 5 月 15 日） 

    該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 平成 18 年 5 月 16 日 至 平成 19 年 5 月 15 日） 
該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成 17 年 5 月 16 日 至 平成 18 年 5 月 15 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 

（％） 
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 そ

の 近 親

者 が 議

決 権 の

過 半 数

を 所 有

し て い

る会社 

㈱ｵｰﾙ･ｴ

ﾌ 

千葉市 

緑区 

10,000 飲食業   － － － 会 食 代 の

支 払 

（注①） 

 

食 事 券 の

購 入 

（注②） 

1,980 

 

 

 

1,116 

－ 

 

 

  

－ 

－ 

 

 

 

－ 

（注）① 当社のマネージャー会議等の昼食を通常価格で購入しております。 

   ② ㈱オール・エフの食事券を通常価格で購入しております。 

③ ㈱オール・エフとの取引につきましては、平成 18 年 9 月 20 日付にてすべて解消しております。 

 
当事業年度（自 平成 18 年 5 月 16 日 至 平成 19 年 5 月 15 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 

（％） 
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 そ

の 近 親

者 が 議

決 権 の

過 半 数

を 所 有

し て い

る会社 

㈱ｵｰﾙ･ｴ

ﾌ 

千葉市 

緑区 

10,000 飲食業   － － － 会 食 代 の

支 払 

（注①） 

 

 

1,662 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

 

（注）① 当社のマネージャー会議等の昼食を通常価格で購入しております。 

   ② ㈱オール・エフとの取引につきましては、平成 18 年 9 月 20 日付にてすべて解消しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年5月16日 

至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日） 

 

１株当たり純資産額 11,181.80円

１株当たり当期純利益金額 2,890.25円

  

 

１株当たり純資産額 15,887.54円

１株当たり当期純利益金額 3,221.92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、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。 

 

     同左 

 （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。 

 
前事業年度 

（自 平成17年5月16日 
 至 平成18年5月15日） 

当事業年度 
(自 平成18年5月16日 
至 平成19年5月15日) 

当期純利益（千円） 390,704 443,594 

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

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 390,704 443,594 

期中平均株式数（千株） 135 137 

 
 
 

（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 

 

５．その他 
（１）役員の異動 

①代表取締役の異動 
 該当事項はありません。 
 

②その他の役員の異動 
１．退任取締役(平成 19 年 4 月 30 日) 
  江藤 勇(取締役営業部長) 

 
２．新任取締役候補(平成 19 年 8 月 8 日付け予定) 

片桐邦明 
 

(注)新任取締役候補者 片桐邦明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。 


