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１．平成20年１月期の業績（平成19年２月１日～平成20年１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 ％

20年１月期 6,444 8.1 79 △59.1 92 △47.3 20 △76.3

19年１月期 5,959 16.8 195 △28.7 174 △35.5 85 △35.2

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 ％ ％ ％

20年１月期 2,462 98 － － 1.7 2.5 1.2

19年１月期 10,456 76 － － 8.4 5.1 3.3

（参考）持分法投資損益 20年１月期 －百万円 19年１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

20年１月期 3,717 1,188 32.0 144,386 35

19年１月期 3,757 1,211 32.2 147,217 10

（参考）自己資本 20年１月期 1,188百万円 19年１月期 1,211百万円

(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

20年１月期 338 △226 △58 245

19年１月期 304 △892 573 191

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年１月期 － － － － － － 5,000 00 5,000 00 41 47.8 3.4

20年１月期 － － － － － － 5,000 00 5,000 00 41 203.0 3.4

21年１月期（予想） 0 00 0 00 0 00 5,000 00 5,000 00 － 54.7 －

３．平成21年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１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 3,350 9.0 39 － 38 － 19 － 2,356 01

通期 7,089 10.0 196 145.5 200 117.5 75 271.1 9,141 19
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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、20ページ「重要な会計方針の変更」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） 20年１月期 8,230株 19年１月期 8,230株

②　期末自己株式数 20年１月期 －株 19年１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、33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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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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、大企業を中心に堅調な企業業績や設備投資の増加などから、緩やかな景気回復

の基調が見られておりましたが、原油価格や穀物相場の高騰、アメリカのサブプライムローン問題による金融市場で

の世界的混乱などから、急速に景気後退懸念が強くなっております。

　こうした中、当社の属する外食産業につきましては、全国的な食品の安全性に関する事件を受けたことによる関心

の高さや、原材料高騰による様々な食品の値上げが実施されたことなどから個人消費の本格的回復には至らず、更に

業界内での競争は激しさを増しており、厳しい経営環境が続いております。

 このような環境のもと、当社は関東・東海地区を中心に店舗展開を行い、関東地区３店舗、東北地区１店舗、東海地

区３店舗、北海道１店舗の計８店舗の出店を行いました。また、業績不振による１店舗の閉店を行い、当事業年度末

の店舗数は84店舗となりました。

　売上高においては、同業他社との競合やＱＳＣ（商品の品質・サービス・清潔さ）レベル向上に向けた社員教育が

取組み過程であったことなどから、上半期は低調に推移いたしましたが、下半期は定期的な期間限定メニューの販売

や社員教育の効果が表れ、既存店売上高は計画値を上回る結果となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、人件費において店舗業務の効率化を図り、計画値内に収めることができた

ことなどから、総額では概ね計画通りに推移いたしました。しかしながら、エネルギーコストの世界的な高騰から当

社で大量に使用するガスも上昇を続け、期初と比較し単価ベースで約55％上昇しております。ガス使用量削減など光

熱費圧縮に向けた取組みを行いましたが、上昇分を補うまでには至りませんでした。

　その結果、当事業年度の売上高は6,444,178千円（前年同期比8.1％増）、営業利益は79,982千円（前年同期比

59.1％減）、経常利益は92,168千円（前年同期比47.3％減）、当期純利益は20,270千円（前年同期比76.3％減）とな

りました。

（次期の見通し）

　次期における経営環境は、国内景気も依然として不透明であり個人消費の回復には至っていないと考えております。

更に外食業界における同業他社との競合も厳しい状態が続いております。このような環境のなか、当社は既存店の営

業力及び利益体質の強化を最重要課題としており、期間限定メニュー等の定期的実施とＱＳＣ向上を目的とした人材

教育等により、新規顧客の開拓と固定客獲得を目指してまいります。また、人件費の適正化の推進、新規店舗を中心

としたＩＨ機器の導入、既存店舗の家賃減額交渉等によるコスト削減に向けた取組みを行ってまいります。出店につ

きましては、関東地区を中心に６店舗の出店を予定しております。通期として売上高7,089百万円、営業利益は196百

万円、経常利益は200百万円と計画しております。

(2）財政状態に関する分析

　当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して54,410千円増加し、当事業年度末は245,851

千円となりました。当事業年度中におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　当事業年度のキャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー　　338,775千円

投資活動によるキャッシュ・フロー　△226,107千円

財務活動によるキャッシュ・フロー　△ 58,256千円

現金及び現金同等物の期末残高　　　　245,851千円

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において営業活動により得られた資金は、338,775千円（前年同期比11.2％増）となりました。これは

主に、税引前当期純利益55,314千円及び減価償却費267,634千円から法人税等を59,235千円支払ったことなどによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において投資活動に使用した資金は、226,107千円（前年同期比74.7％減）となりました。これは主に

新店舗の開設等による有形固定資産の取得のための支出が236,382千円あり、前期と比較し有形固定資産の取得による

支出が544,014千円減少したことなど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）

　当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、58,256千円（前年同期は573,487千円の収入）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出が510,186千円あり、当期は新株の発行による収入が無かったこと及び配当

金の支払が40,789千円あったことなどによるものであります。
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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１月期 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期

自己資本比率（％） 28.6 29.7 27.1 32.2 32.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 50.6 20.6

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率
－ － 4.5 6.3 5.8

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
－ － 10.4 9.3 8.1

（注）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

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝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

　　　※　平成16年１月期及び平成17年１月期並びに平成18年１月期の時価ベースの自己資本比率については、当

　　　　　社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため記載しておりません。

　　　※　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。

　　　※　平成16年１月期及び平成17年１月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッ

　　　　　ジ・レシオについては、連結ベースでキャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので記載してお

　　　　　りません。

(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、株主の皆様に安定的に配当を実施するとともに、新規出店や将来の新規事業参入のための設備投資あるい

は事業等のリスクに備えるため、一定の内部留保を確保し財務基盤を強化することを基本方針としております。この

基本方針を元に、業績に応じて増配等の利益還元策を積極的に行っていきたいと考えております。

　平成20年１月期におきましては、5,000円の期末配当を予定しております。次期につきましては、引き続き5,000円

の配当を予定しておりますが、原材料高騰や原油価格上昇により収益圧迫の可能性があることから、減収要因を回避

するため既存店舗のＩＨ機器導入など設備の更新も検討中であり、今後の業績推移次第では見直しを行う場合があり

ます。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社の事業の状況及びその他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

な事項及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、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

　なお、以下の記載のうち、将来に関する事項は不確実性を内在しているため、実際の結果とは異なる可能性があり

ます。
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（当社の事業展開について）

　　①　事業内容について

　　　当社は、平成20年１月31日現在、「ラーメン山岡家」として84店舗を北海道、関東、東北、東海地区の主要幹

　　線道路沿いを中心に、全店舗直営店、24時間営業を基本として出店しております。当社が多店舗展開を推進する

　　にあたり、直営店を基本としてきた理由は、一定の品質・サービス・清潔さの水準を全店ベースで維持・管理す

　　るとともに、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを実施できることによるものであり、今後も関東、東海地区を

　　中心に引き続き事業の拡大に取り組む方針であります。

　　　しかしながら、当社のセグメントはラーメン事業のみであることから、国内景気の悪化・低迷等の外的要因、

　　あるいは当社固有の問題発生等により、当該事業の展開に何らかの支障が生じた場合は、当社の業績に影響を及

　　ぼす可能性があります。

　　②　豚肉・豚骨への依存度について

　　　当社のラーメンには、チャーシュー用の豚肉、スープ用の豚骨と、豚を多く使用しております。そのため、豚

　　肉・豚骨の仕入については複数の取引先から調達し、リスクの分散を図っております。しかし、主要食材である

　　豚の安全性に問題が発生した場合、売上原価の高騰など当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　③　出店政策について

　　　当社の出店における基本方針は交通量の多い幹線道路沿いと考えており、立地条件が売上高を大きく左右する

　　と考えております。今後の積極的な出店に当っても上記方針に基づき、物件に関する情報ルートを拡大し、より

　　多くの情報の中から出店候補地の諸条件を検討したうえで、選定を行ってまいります。

　　　ただし、当社の出店条件に合致する物件がなく、計画通りに出店できない場合、または出店後における周辺環

　　境の変化や、ファミリーレストラン、コンビニエンスストアといった外食及び同業他社との競合が発生した場

　　合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　④　人材の確保・育成について

　　　当社は急速な直営店の出店を図るため、積極的に人材の確保を行っていく必要があります。特にスーパーバイ

　　ザー（担当エリアの店舗運営における管理監督者）及び店舗の人材確保並びに育成が重要であると考えており、

　　中途・新卒を含め採用活動を行っております。また、採用した人材については、教育担当専任者が中心となり、

　　研修店舗におけるＯＪＴ等で教育を進めております。

　　　しかし、人材確保、育成が当社の出店計画に追いつかない場合には、店舗におけるサービスの質の維持や計画

　　通りの店舗展開が出来ず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑤　敷金・保証金について

　　　当社は、賃借により出店を行うことを基本方針としており、土地・店舗の賃借に際して家主に敷金保証金を差

　　入れております。敷金保証金の残高は平成19年１月期末が469,734千円、平成20年１月期末が472,063千円となっ

　　ており、総資産に対する比率は、各々12.5％、12.7％を占めております。敷金保証金は賃貸借契約終了をもって

　　当社に返還されるものでありますが、賃借先のその後の財政状態によっては回収が困難となる場合や店舗営業に

　　支障が生じる可能性があります。

　　　また、当社側の都合によって不採算店舗の契約を中途解約する場合などは、当該契約に基づき、敷金保証金の

　　一部又は全部が返還されない可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑥　特定人物への依存度について

　　　当社の創業者である代表取締役社長山岡正は、設立以来、経営方針や事業戦略の決定等、当社事業の中心的役

　　割を担っております。現在のところ、他の取締役に権限を委譲する等代表取締役社長山岡正に過度に依存しない

　　体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社経営から離れることになった場合、当社の業績

　　及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

－ 5 －



（法的規制等について）

　　①　法的規制について

　　　当社が運営する店舗は飲食店として、主に食品衛生法による規制を受けております。これらの法的規制が強化

　　された場合や、その他当社事業に関連する法的な規制が強化、新設された場合には、設備投資等必要措置に対応

　　するため、新たな費用負担が生じることなどにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　また、平成13年５月に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（いわゆる「食品リサイクル法」）

　　が施行され、当社は同法に定める外食事業者に該当すると思われます。現在、同法に則り準備を進めています

　　が、それに伴う設備投資、新たな費用負担が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　②　衛生管理について

　　　当社では、安全な食品を提供するために、食品衛生法に基づき所轄保健所より営業許可証を取得し、全店舗及

　　び工場に食品衛生管理責任者を配置しております。また、店舗内の衛生管理マニュアルに基づき、従業員の衛生

　　管理や品質管理を徹底しております。更に、専門機関による定期的な各種衛生検査を実施しております。

　　　現在のところ、当社では設立以来食中毒の発生等で行政処分を受けた事例はありませんが、当社の衛生管理諸

　　施策の実施にもかかわらず、衛生問題が発生した場合や、他業者の不手際による連鎖的風評被害、食材メーカー

　　等における無認可添加物の使用等による消費者の不信、また社会全般的な各種衛生上の問題が発生した場合に

　　は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　③　短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

　　　現在の短時間労働者に対する社会保険については、一日または一週間の労働時間及び一ヶ月の労働日数が通常

　　の業務に従事する者の概ね４分の３以上である場合には加入が義務付けられており、該当するパート・アルバイ

　　トなどの短時間労働者は加入しております。

　　　しかしながら、今後、短時間労働者に対する社会保険の適用基準が拡大された場合には、保険料の増加、短時

　　間労働の就労希望者の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（有利子負債について）

　　当社は、店舗出店に伴い、主に設備資金を借入金により調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率は

　下表のとおりの水準で推移しております。近年は低金利が持続しておりますが、今後、借入金利が上昇に転じた場

　合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（単位：千円）

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期

有利子負債残高 1,507,398 1,907,940 1,961,754

対総資産額比率（％） 49.3 50.8 52.8

純資産額 829,970 1,211,596 1,188,299

自己資本比率（％） 27.1 32.2 32.0

総資産額 3,058,704 3,757,466 3,717,489

支払利息（社債利息含む） 44,144 44,829 46,488
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２．企業集団の状況
　当社は、直営によるラーメン専門店「ラーメン山岡家」を運営するラーメン事業を行っており、平成20年1月31日現在、

84店舗を北海道・関東地区の主要幹線道路沿いを中心に、全店舗直営店24時間営業を基本として出店しております。当

社が多店舗展開を推進するにあたり、直営店を基本としてきた理由は、一定の品質・サービス・清潔さの水準を全店ベー

スで維持・管理するとともに、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを実施できることによるものであり、今後も引き続

き事業の拡大に取り組む方針であります。

［事業系統図］
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の経営理念は、「ラーメンでお客様に喜んで貰う」ことであります。

　当社は「手作りのおいしいラーメン」「心のこもった温かいサービス」を提供することを常に心掛け、お客様に当

社のラーメンを本当に喜んで食べて頂き、その味が忘れられず何度も足を運んで貰える味作り・店作りを目指してお

ります。

　この経営理念に基づき、ラーメンは味が第一であるとの認識により、商品の維持管理とサービスレベルを均一化す

るために従来通り直営店舗での営業にこだわり、出店方針は原則として郊外型を主体とし、一定数以上駐車スペース

を確保できる幹線道路に面した立地としております。今後、日本全国の幹線道路沿いに、当社の店舗が必ず存在する

ような事業の拡大を実現するとともに、効率的な経営を行い企業価値の増大を図りたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

　当社は投資家の皆様からお預かりした株主資本を効率的に活用し、多店舗展開を図ることにより収益を確保してお

ります。したがって、店舗の資本効率を重視し更に店舗設備に関わるイニシャルコストの低減により、投下資本利益

率(ROI)の向上に努めております。同時に店舗オペレーションの効率化を図り、株主資本利益率(ROE)の向上にも努め

ております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　外食産業につきましては、業態間における競争激化、国内景気の不透明感がいまだ拭えないことによる個人消費の

低迷等により、依然として厳しい状況であります。このような状況の中、当社では以下のような戦略を推進していき

たいと考えております。

　①営業戦略：これまで通り、24時間・年中無休を基本とし、お客様のニーズに充分応えられる体制を取ってまいり

ます。また、販売促進、商品企画・開発力強化やＱＳＣ（商品の品質・サービス・清潔さ）の高水準での均一化を図

り、新規顧客・リピーターの獲得に向けた取組みを積極的に行ってまいります。

　②人材戦略：商品の維持管理徹底、サービスレベルの向上など、営業力等の強化を図るため、業容拡大に合わせた

適正な人材を確保し、個々の能力を高めるための定期的研修・教育体制の整備を行ってまいります。また、従業員の

モチベーション向上を目指した評価体系の見直しも行ってまいります。

　③仕入戦略：スケールメリット・中間業者の省略や新規業者の開拓等により、原価率の低減を図ります。更に、今

後の出店エリアの拡大に伴い、物流拠点や仕入ルートを確保してまいります。

　　　なお、以前策定した中期経営計画につきましては、事業環境及び当社の状況の大きな変動を踏まえ、現在見直し

　　を行っております。

(4）会社の対処すべき課題

　今後のわが国経済は徐々に景気回復の兆しが見えてきておりますが、外食市場規模は伸び悩んでおり外食チェーン

企業間の出店競争も益々激しく、市場全体で既存店売上高も低調に推移している状況であります。

　このような状況下で、当社の対処すべき課題は、以下のとおりであると考えております。

　①　お客様のニーズへの対応について

　②　出店計画の達成について

　③　食の安全性、食材の安定確保について

　④　人材確保への取組みについて

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、ジャスダック証券取引所に提出しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告

書」をご参照ください。

(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

（平成19年１月31日）
当事業年度

（平成20年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   191,440   245,851   

２．原材料 ※１  717   1,515   

３．店舗食材 ※１  62,991   55,339   

４．前払費用   69,795   61,110   

５．繰延税金資産   5,649   3,628   

６．その他   13,863   15,416   

流動資産合計   344,458 9.2  382,861 10.3 38,403

Ⅱ　固定資産         

(1) 有形固定資産         

１．建物 ※２ 2,319,189   2,590,553    

減価償却累計額  515,532 1,803,656  701,710 1,888,842   

２．構築物  564,998   644,578    

減価償却累計額  217,488 347,509  280,145 364,433   

３．機械装置  17,686   21,534    

減価償却累計額  9,592 8,093  11,734 9,799   

４．車両運搬具  10,962   10,962    

減価償却累計額  9,645 1,317  10,108 853   

５．工具器具備品  35,190   38,758    

減価償却累計額  29,803 5,387  32,125 6,633   

６．土地 ※２  340,516   340,516   

７．建設仮勘定   165,039   839   

有形固定資産合計   2,671,519 71.1  2,611,917 70.3 △59,601
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前事業年度

（平成19年１月31日）
当事業年度

（平成20年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2) 無形固定資産         

１．電話加入権   3,481   3,481   

２．ソフトウエア   21,601   18,932   

無形固定資産合計   25,082 0.7  22,413 0.6 △2,668

(3) 投資その他の資産         

１．投資有価証券   13,986   11,123   

２．長期前払費用   72,284   68,977   

３．繰延税金資産   21,201   26,744   

４．敷金保証金   469,734   472,063   

５．保険積立金   139,120   121,307   

６．その他   80   80   

投資その他の資産合計   716,406 19.0  700,296 18.8 △16,109

固定資産合計   3,413,008 90.8  3,334,627 89.7 △78,380

資産合計   3,757,466 100.0  3,717,489 100.0 △39,976
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前事業年度

（平成19年１月31日）
当事業年度

（平成20年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   125,721   118,954   

２．短期借入金   26,000   －   

３．１年以内返済予定長期借
入金

  441,814   555,726   

４．１年以内償還予定社債   10,000   10,000   

５．未払金   382,376   333,859   

６．未払法人税等   25,000   3,500   

７．未払消費税等   32,226   59,799   

８．サービス券引当金   4,800   4,000   

９．その他   14,086   18,144   

流動負債合計   1,062,024 28.3  1,103,983 29.7 41,959

Ⅱ　固定負債         

　１．社債   130,000   120,000   

２．長期借入金 ※２  1,300,126   1,276,028   

３．長期未払金   22,714   175   

４．その他   31,004   29,002   

固定負債合計   1,483,845 39.5  1,425,206 38.3 △58,638

負債合計   2,545,869 67.8  2,529,189 68.0 △16,679
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前事業年度

（平成19年１月31日）
当事業年度

（平成20年１月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   291,647 7.7  291,647 7.9 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  272,747   272,747    

資本剰余金合計   272,747 7.3  272,747 7.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  400   400    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  642,470   621,590    

利益剰余金合計   642,870 17.1  621,990 16.7 △20,879

株主資本合計   1,207,264 32.1  1,186,384 31.9 △20,879

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  4,332 0.1  1,915 0.1 △2,417

評価・換算差額等合計   4,332 0.1  1,915 0.1 △2,417

純資産合計   1,211,596 32.2  1,188,299 32.0 △23,297

負債及び純資産合計   3,757,466 100.0  3,717,489 100.0 △39,976
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,959,462 100.0  6,444,178 100.0 484,716

Ⅱ　売上原価         

１．店舗食材期首たな卸高  41,109   62,991    

２．当期店舗食材製造原価  73,352   51,289    

３．当期店舗食材仕入高  1,375,447   1,570,037    

４．サービス券引当金戻入  －   800    

５．サービス券引当金繰入  500   －    

　　合計  1,490,408   1,683,518    

６．店舗食材期末たな卸高  62,991 1,427,417 24.0 55,339 1,628,178 25.3 200,760

売上総利益   4,532,044 76.0  4,816,000 74.7 283,955

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  99,270   83,420    

２．給与手当  1,309,958   1,327,668    

３．雑給  612,717   785,519    

４．法定福利費  182,395   194,956    

５．福利厚生費  21,839   11,341    

６．広告宣伝費  76,759   62,164    

７．旅費交通費  89,159   88,525    

８．水道光熱費  643,206   728,568    

９．賃借料  123,683   119,667    

10．地代家賃  405,489   466,749    

11．保険料  33,269   30,180    

12．消耗品費  116,118   113,927    

13．衛生費  105,055   135,660    

14．支払手数料  73,839   78,759    

15．減価償却費  228,649   265,622    

16．その他  214,884 4,336,296 72.7 243,285 4,736,017 73.5 399,721

営業利益   195,748 3.3  79,982 1.2 △115,765
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前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,383   815    

２．賃貸収入  13,263   17,451    

３．受取手数料  19,417   21,334    

４．受取協賛金  8,142   5,976    

５．保険解約返戻金  －   11,139    

６．その他  9,430 52,638 0.9 4,724 61,441 1.0 8,802

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  43,292   45,019    

２．社債利息  1,537   1,469    

３．株式交付費  6,540   －    

４．株式公開関連費用  21,600   －    

５．その他  448 73,418 1.3 2,766 49,255 0.8 △24,163

経常利益   174,968 2.9  92,168 1.4 △82,799

Ⅵ　特別利益         

１．前期損益修正益  －   2,684    

２．固定資産売却益 ※１ 1,540 1,540 0.0 － 2,684 0.1 1,144

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 3,710   38,779    

２．原状回復費用  3,370   759    

３．事務所移転費用  2,465 9,545 0.1 － 39,538 0.6 29,993

税引前当期純利益   166,963 2.8  55,314 0.9 △111,648

法人税、住民税及び事
業税

 82,976   36,920    

法人税等調整額  △1,643 81,332 1.4 △1,876 35,044 0.6 △46,288

当期純利益   85,630 1.4  20,270 0.3 △65,360

         

－ 14 －



製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  54,977 75.0 36,012 70.2  

Ⅱ　労務費  10,150 13.8 7,740 15.1  

Ⅲ　経費 ※１ 8,224 11.2 7,536 14.7  

　　　当期総製造費用  73,352 100.0 51,289 100.0 △22,062

　　　当期店舗食材製造原価  73,352  51,289   

（脚注）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１　経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※１　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

地代家賃 3,428千円

減価償却費 2,289千円

地代家賃 3,428千円

減価償却費 2,011千円

２　原価計算の方法

　当社の原価計算の方法は、実際総合原価計算であ

ります。なお、仕掛品はありません。

２　原価計算の方法

　同左
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成18年１月31日　残高
（千円）

172,647 94,147 94,147 400 556,839 557,239 824,033

事業年度中の変動額

新株の発行 119,000 178,600 178,600    297,600

当期純利益     85,630 85,630 85,630

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）

119,000 178,600 178,600 － 85,630 85,630 383,230

平成19年１月31日　残高
（千円）

291,647 272,747 272,747 400 642,470 642,870 1,207,264

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年１月31日　残高
（千円）

5,936 5,936 829,970

事業年度中の変動額

新株の発行   297,600

当期純利益   85,630

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,604 △1,604 △1,604

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,604 △1,604 381,626

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,332 4,332 1,211,596
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当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成19年１月31日　残高
（千円）

291,647 272,747 272,747 400 642,470 642,870 1,207,264

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △41,150 △41,150 △41,150

当期純利益     20,270 20,270 20,270

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）

－ － － － △20,879 △20,879 △20,879

平成20年１月31日　残高
（千円）

291,647 272,747 272,747 400 621,590 621,990 1,186,384

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,332 4,332 1,211,596

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △41,150

当期純利益   20,270

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,417 △2,417 △2,417

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,417 △2,417 △23,297

平成20年１月31日　残高
（千円）

1,915 1,915 1,188,299
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31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ッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  166,963 55,314  

減価償却費  230,939 267,634  

サービス券引当金の増
加（減少）額

 500 △800  

受取利息及び受取配当
金

 △2,426 △877  

支払利息  44,829 46,488  

株式交付費  6,540 －  

有形固定資産売却益  △1,540 －  

有形固定資産除却損  3,710 38,779  

前期損益修正益  － △2,684  

たな卸資産の(増加)減
少額

 △20,585 5,346  

その他流動資産の(増
加)減少額

 △19,431 5,111  

長期前払費用の(増加)
減少額

 △14,772 1,379  

仕入債務の増加（減
少）額

 24,539 △6,766  

その他流動負債の増加
額

 47,305 31,029  

その他固定負債の増加
（減少）額

 23,525 △2,002  

小計  490,098 437,953 △52,144

利息及び配当金の受取
額

 84 610  

利息の支払額  △32,857 △41,696  

法人税等の還付額  － 1,142  

法人税等の支払額  △152,553 △59,235  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 304,772 338,775 34,003
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前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31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

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △780,397 △236,382  

有形固定資産の売却に
よる収入

 2,000 －  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △7,539 △4,275  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △1,200 △1,200  

その他固定資産の(増
加)減少額

 △105,488 15,750  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △892,626 △226,107 666,519

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  6,000 △26,000  

長期借入れによる収入  800,000 600,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △395,458 △510,186  

社債の償還による支出  △10,000 △10,000  

割賦未払金の（減少）
額

 △118,113 △71,281  

株式の発行による収入  291,059 －  

配当金の支払額  － △40,789  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 573,487 △58,256 △631,744

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加（減少）額

 △14,367 54,410 68,778

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 205,807 191,440 △14,367

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 191,440 245,851 54,410
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部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。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料、店舗食材

　　月次総平均法による原価法を採用して

おります。

原材料、店舗食材

　　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（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）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　　　　　　14～20年

　・構築物　　　　　10～30年

(1) 有形固定資産

　　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）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　　　　　　14～20年

　・構築物　　　　　10～30年

（会計方針の変更）

　　当社は、法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産の

減価償却方法については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。

　　これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

(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エアについ

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。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

　　定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 　株式交付費

　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

――――――

５．引当金の計上基準 　サービス券引当金

　販売促進を目的とする無料引換券（サー

ビス券）制度により発行された引換券の未

引換額に対し過去の使用実績率に基づき、

将来利用されると見込まれる額を引当計上

しております。 

　サービス券引当金

　　同左 
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項目
前事業年度

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　ヘッジ会計の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・・・金利スワップ取引

　　ヘッジ対象・・・借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(3) ヘッジ方針

　　金利変動リスクを回避するために、特

例処理の条件内でヘッジを行っておりま

す。

(3) ヘッジ方針

　　同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　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

８．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

９．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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31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等） ――――――

　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1,211,596千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

 （損益計算書）

　　前期まで区分掲記しておりました「食材処分収入」

（当期3,237千円）は、営業外収入の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示する

こととしました。

 ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

※１　店舗食材等

　　　原材料　　　製造部において調理、加工される食材

であります。 

　　　店舗食材　　店舗において直接調理、加工され消費

される食材であります。

※１　店舗食材等

　　　原材料　　　同左

 

　　　店舗食材　　同左

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

建　　　物 93,123千円

土　　　地 340,516

計 433,639

　　　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 261,000千円

計 261,000

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

建　　　物 87,841千円

土　　　地 340,516

計 428,357

　　　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 261,000千円

計 261,000

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

　　ため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

　　しております。これら契約に基づく当事業年度末の

　　借入実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額

800,000千円

借入実行残高 800,000

差引額 0

３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

　　ため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

　　しております。これら契約に基づく当事業年度末の

　　借入実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント

の総額

800,000千円

借入実行残高 800,000

差引額 0

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建　　物 598千円

機械装置 384

工具器具備品 557

計 1,540

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建　　物 3,598千円

工具器具備品 111

計 3,710

※１　──────

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建　　物 33,701千円

構築物 5,027

機械装置 51

計 38,779
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式に関する事項

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 7,230 1,000 － 8,230

合計 7,230 1,000 － 8,230

（変動事由の概要）

　増加数は、公募増資によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　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

　　　　　　　該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月19日

定時株主総会
普通株式 41,150 利益剰余金 5,000 平成19年１月31日 平成19年４月20日
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当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．発行済株式に関する事項

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 8,230 － － 8,230

合計 8,230 － － 8,230

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

平成19年４月19日

定時株主総会
普通株式 41,150 5,000 平成19年１月31日 平成19年４月20日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月25日

定時株主総会
普通株式 41,150 利益剰余金 5,000 平成20年１月31日 平成20年４月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１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

（平成19年１月31日現在） （平成20年１月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 191,440

現金及び現金同等物 191,440

現金及び預金勘定 245,851

現金及び現金同等物 245,851
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

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）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 8,691 6,643 2,048

工具器具備品 307,631 132,078 175,553

合計 316,323 138,721 177,601

 
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）

車両運搬具 4,433 3,768 664

工具器具備品 318,152 155,810 162,341

合計 322,585 159,578 163,006

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

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 61,824千円

１年超 123,494

合計 185,319

１年内 62,705千円

１年超 106,664

合計 169,369

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

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 71,962千円

減価償却費相当額 62,815千円

支払利息相当額 9,123千円

支払リース料 74,331千円

減価償却費相当額 66,030千円

支払利息相当額 6,942千円

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。

（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。

５．利息相当額の算定方法

　同左

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

　１．売買目的有価証券

　　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　　　　該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　　　　　　該当事項はありません。

 

４．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成19年１月31日）

当事業年度
（平成20年１月31日）

 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

(1) 株式 6,704 13,986 7,281 7,905 11,123 3,218

(2) 債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 6,704 13,986 7,281 7,905 11,123 3,218

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1) 株式 － － － － － －

(2) 債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 6,704 13,986 7,281 7,905 11,123 3,218

５．前事業年度及び当事業年度に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

６．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

７．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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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

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(1) 取引の内容

　　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

　　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、投機的な取引は行なわない

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

　　デリバティブ取引は、借入金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の特

例処理を行っております。

(3) 取引の利用目的

　　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

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はあり

ません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

　　同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　当社は、デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

退職金制度がありませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

退職金制度がありませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．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

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 ３名

当社監査役　 １名

当社従業員　117名

ストック・オプション数（注） 普通株式　270株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成18年４月28日）

以降、権利確定日（平成20年

４月29日）まで継続して、当

社の取締役、監査役及び従業

員の地位にあること。

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20年４月29日～平成23

年４月28日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 270

失効 11

権利確定 －

未確定残 259

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －
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②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 590,149

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．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

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 ３名

当社監査役　 １名

当社従業員　117名

ストック・オプション数（注） 普通株式　270株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成18年４月28日）

以降、権利確定日（平成20年

４月29日）まで継続して、当

社の取締役、監査役及び従業

員の地位にあること。

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20年４月29日～平成23

年４月28日

（注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 259

付与 －

失効 26

権利確定 －

未確定残 233

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 590,149

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産（流動） 　　繰延税金資産（流動）

未払事業税 3,705千円

サービス券引当金 1,944

計  5,649

未払事業税 2,008千円

サービス券引当金 1,620

計 3,628

　　繰延税金資産（固定） 　　繰延税金資産（固定）

減価償却費 24,150千円

　　繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 2,949

繰延税金資産（固定）の純額 21,201

減価償却費 28,048千円

　　繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 1,303

繰延税金資産（固定）の純額 26,744

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

法定実効税率 40.5％

（調整）  

　　均等割税額 7.6

　　留保金課税 0.3

　　その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
48.7

法定実効税率 40.5％

（調整）  

　　均等割税額 26.0

　　永久に損金に算入されない

　　項目

2.6

　　税額等見積差額 △3.8

　　法人税等還付額 △2.1

　　その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
63.4

（持分法損益等）

　　　　前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　　　　　該当事項はありません。　

　　　　当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　　　　　該当事項はありません。　

  （企業結合等）

　　　　前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　　　　　該当事項はありません。　

　　　　当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31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18年２月１日　至　平成19年１月31日）

　　　　　該当事項はありません。

　　　　当事業年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

　　　　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 147,217.10円

１株当たり当期純利益金額 10,456.76円

１株当たり純資産額 144,386.35円

１株当たり当期純利益金額 2,462.98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。

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。

　（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18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当期純利益（千円） 85,630 20,270

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 85,630 20,270

期中平均株式数（株） 8,189 8,230

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数　259個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数　233個）

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　当社の愛知県大口町に開店を予定していた店舗の建築発

注先である㈱セントラル建設が平成19年２月28日に自己破

産手続開始の申立を行いました。同社との工事請負契約金

額は39,400千円であり、工事進捗に応じた部分払26,000千

円が建設仮勘定に計上されております。

　なお、当社は店舗の開店に向けて建築を続行する努力を

行っておりますが、開店時期は当初の平成19年７月から遅

れる見込みであります。

──────
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５．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

(2）生産、受注及び販売の状況

①生産状況

　当事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目 生産高（千円） 前年同期比（％）

醤油タレ他 51,289 69.9

合計 51,289 69.9

　（注）１．金額は製造原価によっております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②受注実績

　当社は飲食業であり、見込生産によっておりますので、受注高並びに受注残高については記載すべき事項はありま

せん。

③販売実績

　前事業年度及び当事業年度における販売実績を都道府県別に示すと、次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

当事業年度

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

ラーメン山岡家 売上金額（千円） 構成比（％） 売上金額（千円） 構成比（％）

北海道 1,673,319 28.1 1,597,679 24.8

茨城県 960,869 16.1 1,056,660 16.4

栃木県 529,507 8.9 518,822 8.0

埼玉県 631,852 10.6 692,612 10.8

千葉県 736,206 12.4 741,300 11.5

群馬県 471,139 7.9 441,977 6.9

東京都 108,110 1.8 105,466 1.6

宮城県 179,853 3.0 143,867 2.2

静岡県 277,609 4.7 406,155 6.3

福島県 83,800 1.4 95,319 1.5

神奈川県 116,022 1.9 182,427 2.8

岐阜県 105,350 1.8 106,278 1.6

山梨県 85,818 1.4 139,517 2.2

山形県 － － 82,444 1.3

愛知県 － － 96,274 1.5

三重県 － － 37,373 0.6

総合計 5,959,462 100.0 6,444,178 100.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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