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１．2008年３月期の業績（2007年４月１日～2008年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2008年３月期 22,157 15.7 1,328 25.3 1,284 25.0 609 28.3

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

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 ％ ％ ％

2008年３月期 130 45 － － 29.2 12.4 6.0

2007年３月期 101 68 － － 28.7 11.9 5.5

（参考）持分法投資損益 2008年３月期 －百万円 2007年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2008年３月期 11,181 2,326 20.8 498 24

2007年３月期 9,548 1,848 19.4 395 78

（参考）自己資本 2008年３月期 2,326百万円 2007年３月期 1,848百万円

(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

2008年３月期 1,245 △1,694 869 2,209

2007年３月期 1,385 △1,614 988 1,789

２．配当の状況

  １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
2007年３月期 10 00 13 00 23 00 107 22.6 6.5
2008年３月期 15 00 15 00 30 00 140 23.0 6.7

2009年３月期（予想） 15 00 15 00 30 00 － 21.6 －

３．2009年３月期の業績予想（2008年４月１日～2009年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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

第２四半期累計期間 12,600 18.1 660 △4.9 600 △9.6 267 △17.3 57 18

通　　期 26,500 19.6 1,580 18.9 1,440 12.1 650 6.7 139 20

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16・17・18・19ページ「重要な会計方針」と20ページ「会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 2008年３月期 4,674,000株 2007年３月期 4,674,000株

②　期末自己株式数 2008年３月期 4,350株 2007年３月期 4,350株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料３ページの「次期の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績

　当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国サブプライム住宅ローン問題等によって消費マインドが冷え込

み、先行き不透明感が拭えない状況となっております。

　外食産業におきましては、日本経済の先行き不透明感に伴い、個人消費の低迷感が強まってまいりました。さらに

原油価格の高騰に伴う原材料費及び諸経費の上昇や賃金単価の上昇など、依然として収益の確保が厳しい状況が続い

ております。

　このような状況のもと当社では、新規出店による業容の拡大を図りながら、安全で美味しい商品のご提供と季節限

定新商品の投入に注力することで業績の向上に努めてまいりました。

　この結果、当期の業績は売上高221億57百万円（前期比15.7％増）、営業利益13億28百万円（同25.3％増）、経常利

益12億84百万円（同25.0％増）、当期純利益は６億９百万円（同28.3％増）となりました。

 

（次期の見通し） 

　次期の見通しにつきましては、米国経済の減速や原油・原材料価格等の高止まりなどにより、景気は鈍化すること

が予想されます。また、生活関連商品の価格上昇による個人消費の減退も懸念され、外食業界におきましても、一層

厳しい経営環境が続くものと思われます。

　当社におきましては、食の安全・安心のさらなる追求と独自性のある新商品の導入に取り組み、ブランド力を強化

するとともに、コスト管理を徹底することで収益力のさらなる向上を図ってまいります。

　通期の業績見通しにつきましては、売上高265億円、営業利益15億80百万円、経常利益14億40百万円、当期純利益６

億50百万円を見込んでおります。

 

部門別の業績は、次のとおりであります。　

＜直営店部門＞

　当期における新規出店は44店舗、加盟店４店舗の直営店化と４店舗の閉鎖により、直営店総店舗数は275店舗となり、

売上高は192億79百万円（前期比20.3％増）となりました。

＜フランチャイジー (加盟店) 部門＞

　当期における加盟店店舗は４店舗の直営店化と３店舗の閉鎖により、加盟店総店舗数64店舗となり、売上高は24億

25百万円（前期比9.6％減）となりました。

＜その他の部門＞

当期における外販売上は３億31百万円（前期比3.8％増）となりました。
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(2）財政状態

　①　資産、負債及び純資産の状況

　当期末における資産は111億81百万円となり、前期に比べ16億32百万円の増加となりました。これは、現金及び

預金が４億20百万円増加したこと、及び新規出店を主因として有形固定資産が８億22百万円、差入保証金が２億

８百万円増加したこと等によるものです。

　負債につきましては88億54百万円となり、前期に比べ11億53百万円の増加となりました。これは、主に長期借

入金が増加したことによるものです。

　純資産につきましては23億26百万円となり、前期に比べ４億78百万円の増加となりました。これは、利益剰余

金が増加したことによるものです。

　この結果、自己資本比率は、20.8％となりました。

 

　②　キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前期末に比べ４億20百万円（前期比

23.5％増）増加し、22億９百万円となりました。

　当期中における各キャッシュ・フロー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＞

　当期において営業活動の結果得られた資金は12億45百万円（前期比 10.1％減）となりました。

　これは主に、新規出店を積極的に行ったことにより、税引前当期純利益が11億90百万円（同29.5％増）となりま

したが、その一方で、前期において繰越欠損金が解消されたことで法人税等の支払額が５億68百万円（同809.4％

増）となり、前期に比して大幅に増加したためであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当期において投資活動の結果使用した資金は16億94百万円（前期比 5.0％増）となりました。

　これは主に、新規出店に伴う敷金保証金等の支払による支出３億18百万円（同36.3％増）等によるものでありま

す。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当期において財務活動の結果得られた資金は８億69百万円（前期比 12.1％減）となりました。

　これは主に、長期借入金による資金調達33億50百万円を行う一方で、長期借入金の返済による支出23億50百万円

等によるものであります。

(3）利益処分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

に応じた利益配分を行なうことを基本方針としております。

　以上の配当方針に基づき、当期の期末配当につきましては、前期末より２円増配し、１株当たり15円と致す予定で

あります。これにより中間配当を加えました１株当たりの年間配当金は、１株当たり30円(前期比７円の増配)となり

ます。

　なお、本件は2008年６月19日に開催を予定しております第39回定時株主総会におきまして、付議する予定でありま

す。

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

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

　上記方針に従い、次期の配当につきましても中間配当15円、期末配当15円の１株当たりの年間配当金30円を考えて

おります。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に重大な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

①　原材料について

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

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

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

等が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　フランチャイジー(加盟店)との関係について

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

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

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

金の増加が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　新規出店について

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

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

場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　法的規制について

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

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

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

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

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

　　株式会社ゼンショーはフード業を営んでおります。

　　

　　事業系統図は次のとおりであります。

 

 お       客       様 

フランチャイズ加盟店 

商品とサービスの提供 

食材等の販売 

当              社 

ロイヤリティの受取 

商品とサービスの提供 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブルサプライ 

厨房備品の購入 

親会社の子会社 
株式会社グローバルフレッシュサプライ 

食材の物流委託 

親会社の子会社 
株式会社グローバル・ウェア 

ユニフォームの購入 

親会社 
株式会社ゼンショー 

仕入サポート 

商品開発サポート 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

になっていただくことにより社会貢献することを、経営方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

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

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

利益を確保できる体制の確立を推し進めてまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

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

 

(4）会社の対処すべき課題

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

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

取り組み、お客様の満足度向上に努めてまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

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

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

取引所ホームページに開示されております。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。 
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減金額
 (千円) 

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,789,088 2,209,345  

２．売掛金 393,132 355,767  

３．商品 53,926 71,511  

４．貯蔵品 36,593 22,543  

５．前払費用 214,012 263,226  

６．繰延税金資産 109,048 127,851  

７．短期貸付金 14,770 25,531  

８．未収入金 6,264 16,990  

９．その他 14,538 47,586  

10．貸倒引当金 △16,245 △15,528  

流動資産合計 2,615,131 27.4 3,124,826 27.9 509,695

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 4,606,587 5,603,683

減価償却累計額 928,766 3,677,820 1,168,852 4,434,830  

２．構築物 94,987 147,793

減価償却累計額 38,615 56,371 43,838 103,955  

３．工具器具備品 247,487 226,221

減価償却累計額 162,416 85,070 114,742 111,479  

４．建設仮勘定 38,594 29,872  

有形固定資産合計 3,857,856 40.4 4,680,137 41.9 822,280

(2）無形固定資産

１．のれん 33,239 51,862  

２．ソフトウェア 72,734 58,379  

３．電話加入権   301   301   

４．ソフトウェア
仮勘定 

20,212 11,516  

無形固定資産合計 126,488 1.3 122,060 1.1 △4,428
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前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減金額
 (千円) 

(3）投資その他の資産

１．出資金 460 468  

２．長期貸付金 353,500 437,984  

３．従業員長期貸付金 6,224 5,064  

４．長期前払費用 54,267 59,158  

５. 長期前払家賃 115,327 130,411  

６．繰延税金資産 64,722 57,098  

７．差入保証金  ※１ 2,247,086 2,455,135  

８．長期預金 100,000 100,000  

９．その他 36,102 21,466  

10．貸倒引当金 △28,178 △12,695  

投資その他の資産合
計

2,949,513 30.9 3,254,093 29.1 304,579

固定資産合計 6,933,859 72.6 8,056,291 72.1 1,122,431

資産合計 9,548,990 100.0 11,181,117 100.0 1,632,127

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※１ 765,732 830,667  

２．一年以内に返済予定
の長期借入金

※１ 2,063,134 1,984,358  

３．未払金  279,788 302,999  

４．未払費用 196,474 228,100  

５．未払法人税等 398,262 427,132  

６．未払消費税等 51,576 54,725  

７．預り金 9,835 13,782  

８．前受収益 30,456 29,467  

９．役員賞与引当金 6,500 12,000  

10．賞与引当金   118,000   130,000   

11．その他 1,250 641  

流動負債合計 3,921,011 41.0 4,013,875 35.9 92,864
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前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減金額
 (千円) 

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 2,091,648 3,594,830  

２. 関係会社長期借入金 1,121,250 696,250  

３．退職給付引当金 83,568 94,379  

４．預り保証金 427,451 419,225  

５．その他 55,903 35,972  

固定負債合計 3,779,822 39.6 4,840,657 43.3 1,060,834

負債合計 7,700,833 80.6 8,854,533 79.2 1,153,699

 

（純資産の部）         

　株主資本         

Ⅰ　資本金   684,880 7.2  684,880 6.1 －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  471,787   471,787    

資本剰余金合計   471,787 4.9  471,787 4.2 －

Ⅲ　利益剰余金         

  その他利益剰余金         

　  繰越利益剰余金  694,646   1,173,074    

利益剰余金合計   694,646 7.3  1,173,074 10.5 478,427

Ⅳ　自己株式   △3,157 △0.0  △3,157 △0.0 －

 株主資本合計   1,848,156 19.4  2,326,584 20.8 478,427

純資産合計   1,848,156 19.4  2,326,584 20.8 478,427

負債純資産合計   9,548,990 100.0  11,181,117 100.0 1,632,127
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減金額
(千円) 

Ⅰ　売上高

１．商品売上高 19,026,491 22,036,460

２．その他の営業収入 ※１ 126,860 19,153,351 100.0 121,504 22,157,964 100.0 3,004,613

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 55,366 53,926

２．当期商品仕入高 6,812,143 7,559,784

合計 6,867,509 7,613,711

３．期末商品たな卸高 53,926 6,813,582 35.6 71,511 7,542,199 34.0 728,616

売上総利益 12,339,768 64.4 14,615,765 66.0 2,275,996

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3 11,278,732 58.9 13,286,801 60.0 2,008,068

営業利益 1,061,035 5.5 1,328,964 6.0 267,928

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 14,033 18,424

２．不動産賃貸収入 48,619 45,501

３．その他 59,148 121,801 0.7 62,900 126,826 0.6 5,024

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息  ※４ 72,168 85,775

２．不動産賃貸経費 49,164 46,064

３．たな卸資産処分損 3,899 10,063

４．その他 29,868 155,101 0.8 29,219 171,122 0.8 16,021

経常利益 1,027,736 5.4 1,284,667 5.8 256,931
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前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減金額
(千円) 

 Ⅵ　特別利益

  １．収用補償金  26,101 －

　２．退去補償金 － 26,101 0.1 24,660 24,660 0.1 △1,441

 Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 121,486 101,759

２．減損損失 ※６ 6,300 6,900

３．その他  6,391 134,177 0.7 9,970 118,629 0.5 △15,548

税引前当期純利益 919,660 4.8 1,190,697 5.4 271,037

法人税、住民税及び事
業税

375,100 592,700

法人税等調整額 69,765 444,865 2.3 △11,180 581,519 2.6 136,653

当期純利益 474,794 2.5 609,178 2.8 134,383
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(3）株主資本等変動計算書

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

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2006年3月31日 残高 684,880 471,787 310,905 △3,157 1,464,415 1,464,415

事業年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △37,357  △37,357 △37,357

役員賞与(注)   △7,000  △7,000 △7,000

剰余金の中間配当   △46,696  △46,696 △46,696

当期純利益   474,794  474,794 474,794

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

2007年3月31日 残高 684,880 471,787 694,646 △3,157 1,848,156 1,848,156

 (注)2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位:千円)

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2007年3月31日 残高 684,880 471,787 694,646 △3,157 1,848,156 1,848,156

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △130,750  △130,750 △130,750

当期純利益   609,178  609,178 609,178

事業年度中の変動額合計   478,427  478,427 478,427

2008年3月31日 残高 684,880 471,787 1,173,074 △3,157 2,326,584 2,326,584
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 919,660 1,190,697

減価償却費 264,978 329,660

無形固定資産償却額 94,005 65,982

長期前払費用償却額 31,030 31,256

賞与引当金の増減額（△減少） △22,000 12,000

退職給付引当金の増減額(△減少) 10,227 12,123

貸倒引当金の増減額(△減少) △11,179 △16,199

破産更生債権の増減額(△増加) － 7,326

受取利息 △14,033 △18,424

支払利息 72,168 85,775

有形固定資産除売却損 120,827 92,898

減損損失 6,300 6,900

収用補償金 △26,101 －

店舗退去補償金 － △24,600

賃貸契約解約損 － 6,180

売上債権の増減額(△増加) 365 37,364

たな卸資産の増減額(△増加) △25,484 △3,534

その他営業債権の増減額（△増加） △51,009 △41,185

仕入債務の増減額(△減少) 84,605 64,935

営業保証金の純増減額(△減少) △2,880 △2,400

その他営業債務の増減額（△減少） 58,800 50,532

未払消費税等の増減額（△減少） 15,593 3,148

役員賞与の支払額 △7,000 －

その他 － 5,940

小計 1,518,873 1,896,378

利息の受取額 3,039 5,552

利息の支払額 △73,481 △87,689

法人税等の支払額 △62,505 △568,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,385,926 1,245,811
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前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,284,693 △1,253,031

収用による補償金収入 26,101 －

店舗退去による補償金収入 － 24,600

無形固定資産の取得による支出 △81,934 △61,554

貸付けによる支出 △114,907 △194,146

貸付金の回収による収入 33,878 47,015

敷金保証金等の支払による支出 △233,267 △318,031

敷金保証金等の返還による収入 78,752 71,377

預り保証金等の払戻による支出 △49,805 △866

預り保証金等の受入による収入 6,200 －

その他 5,471 △10,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,614,203 △1,694,998

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 3,200,000 3,350,000

長期借入金の返済による支出 △2,127,876 △2,350,594

配当金の支払額 △83,316 △129,961

財務活動によるキャッシュ・フロー 988,807 869,444

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 760,530 420,257

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,028,558 1,789,088

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,789,088 2,209,345
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１．デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法 同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建　物　　　　６～34年

　　構築物　　　　７～20年

　　工具器具備品　３～20年

 

　　　　　───────

(1）有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

　　建　物　　　　８～34年　

　　構築物　　　　７～20年

　　工具器具備品　３～20年

 

 （会計方針の変更）

　当期より法人税法の改正に伴い、2007

年４月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。

　なお、この変更により、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ4,683

千円減少しております。

（追加情報）

　当期より法人税法の改正に伴い、2007

年３月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。

　なお、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額は

軽微であります。
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項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法　

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（主と

して７年）に基づいております。

　のれんについては、投資の効果が及ぶ

期間(５年)で均等償却しております。

（会計方針の変更)

　当期より、のれんの償却方法を一括償

却から均等償却(５年)に変更しておりま

す。

　従来、のれんは発生時に一括償却して

おりましたが、当期から「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会　平成15

年10月31日)及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号　平

成17年12月27日)が適用されたため、投

資の効果が及ぶと見込まれる期間(５年)

で均等償却し、販売費及び一般管理費に

計上する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益、経常利益は8,309

千円少なく計上されており、税引前当期

純利益は33,239千円多く計上されており

ます。

(2）無形固定資産

　定額法　

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５～

７年）に基づいております。

　のれんについては、投資の効果が及ぶ

期間(５年)で均等償却しております。

─────── 

 

 

(3）長期前払費用 

  定額法

(3）長期前払費用

　　　　　　　同左　　　　 
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項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）役員賞与引当金

　役員に支給する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額を計上しております。

(会計方針の変更)

　当期より「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準第４号　平成17年11

月29日)を適用しております。

　これにより、従来の方法によった場合

に比べて、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ6,500千円減少

しております。 

(2）役員賞与引当金

同左 

 

─────── 

(3）賞与引当金

　従業員に支給する賞与の支払に備える

ため、支給見込額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員及び執行役員の退職給付に備え

るため計上しております。

　従業員については、当期末における退

職給付債務の見込額を計上しております。

　執行役員については、執行役員退職金

規程に基づく当期末要支給額を計上して

おります。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額を計上

しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たすため、

特例処理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ取引

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　 同左

　ヘッジ対象　 同左

(3）ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回避を目

的として利用しており、リスクヘッジ目

的以外の取引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

 

同左
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項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

 ６．ヘッジ会計の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理によっているため有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は

1,848,156千円であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

───────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

※１　関係会社項目 ※１　関係会社項目

  関係会社に対する負債には次のものがあります。

 　　（区分掲記したものを除く）

  関係会社に対する負債には次のものがあります。

 　　（区分掲記したものを除く）

流動負債

買掛金      320,026千円

一年以内に返済予定の

長期借入金 
     425,000千円

流動負債  

買掛金     396,915千円

一年以内に返済予定の

長期借入金 
425,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

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

ロイヤリティ収入      117,776千円

その他の収入       9,084千円

ロイヤリティ収入      106,720千円

その他の収入       14,783千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は80％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は20％であ

ります。主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は82％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は18％であ

ります。主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

広告宣伝・販売促進費      372,120千円

運賃      267,616千円

給料手当・賞与    4,578,883千円

役員賞与引当金繰入額 6,500千円

賞与引当金繰入額      118,000千円

退職給付費用       15,760千円

地代家賃・水道光熱費    2,611,211千円

賃借料      464,066千円

減価償却費      264,978千円

無形固定資産償却費      94,005千円

長期前払費用償却費      31,030千円

広告宣伝・販売促進費      713,053千円

運賃 309,583千円

給料手当・賞与 5,264,240千円

役員賞与引当金繰入額      12,000千円

賞与引当金繰入額      130,000千円

退職給付費用       15,972千円

地代家賃・水道光熱費    3,170,511千円

賃借料   612,202千円

減価償却費 329,660千円

無形固定資産償却費 65,982千円

長期前払費用償却費 31,256千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

        19,741千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

              17,715千円

※４　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

 　　　 関係会社への支払利息　　　　 　　20,625千円

※４　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

 　　　 関係会社への支払利息　　　　     16,770千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物      118,652千円

構築物      573千円

工具器具備品      1,601千円

その他      659千円

建物      81,553千円

構築物  2,390千円

工具器具備品  6,863千円

その他    10,951千円

※６　減損損失 ※６　減損損失

　　以下の減損損失を計上しております。 　　以下の減損損失を計上しております。

用途 種類 金額(千円)

 直営店舗1店舗

（兵庫県加古川市）
建物等 6,300

用途 種類 金額(千円)

 直営店舗1店舗

（大阪府高槻市）
建物 6,900

　　　資産のグルーピングは、店舗単位とし、本社及び店

舗研修施設は共用資産として行っております。このう

ち、営業損益が悪化している店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失

(6,300千円)として、特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は使用価値を使用し、将来キャッ

シュ・フロー見積額を５％で割引いて計算しておりま

す。 

　　　資産のグルーピングは、店舗単位とし、本社及び店

舗研修施設は共用資産として行っております。このう

ち、営業損益が悪化している店舗について、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失

(6,900千円)として、特別損失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は使用価値を使用し、将来キャッ

シュ・フロー見積額を５％で割引いて計算しておりま

す。 
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 4,674,000 － － 4,674,000

合計 4,674,000 － － 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 － － 4,350

合計 4,350 － － 4,350

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　

　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2006年６月22日

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

2006年11月21日

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月21日

定時株主総会
普通株式 60,705 利益剰余金 13 2007年３月31日 2007年６月22日
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当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 4,674,000 － － 4,674,000

合計 4,674,000 － － 4,674,000

自己株式

普通株式 4,350 － － 4,350

合計 4,350 － － 4,350

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　

　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2007年６月21日

定時株主総会
普通株式 60,705 13 2007年３月31日 2007年６月22日

2007年11月16日

取締役会
普通株式 70,044 15 2007年９月30日 2007年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

    次のとおり、決議を予定しております

 決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2008年６月19日

定時株主総会
普通株式 70,044 利益剰余金 15 2008年３月31日 2008年６月20日

㈱なか卯　(7627)　 2008 年３月期決算短信(非連結)

－ 23 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（2007年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,789,088

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,789,088

（2008年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,209,345

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 2,209,345
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物
（附属設備）

5,520 3,495 2,024

工具器具備品 2,113,906 833,268 1,280,637

ソフトウェア 13,436 8,815 4,620

合計 2,132,862 845,579 1,287,282

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物
（附属設備）

5,520 4,599 920

工具器具備品 2,669,105 1,061,900 1,607,204

ソフトウェア 7,775 5,143 2,631

合計 2,682,400 1,071,644 1,610,756

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      402,028千円

１年超     905,349千円

合計    1,307,377千円

１年内      486,917千円

１年超    1,156,753千円

合計    1,643,670千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料      379,826千円

減価償却費相当額      356,589千円

支払利息相当額      27,833千円

支払リース料      518,510千円

減価償却費相当額      487,861千円

支払利息相当額       37,709千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内        1,746千円

１年超        4,826千円

合計        6,573千円

１年内        1,584千円

１年超        3,241千円

合計        4,826千円

（有価証券関係）

前事業年度（2007年３月31日現在）

　該当事項はありません。

当事業年度（2008年３月31日現在）

　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　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、金利スワップの特例

処理の要件を満たすため、特例処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ取引

　ヘッジ対象　変動金利の特定借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　将来の金利変動によるリスク回避を目的として利用

しており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方

針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、特例処理によってい

るため有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

　該当事項はありません。 

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

ら除いております。 

当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日） 

　該当事項はありません。  

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

ら除いております。  
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

 

２．退職給付債務およびその内訳

前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

退職給付引当金（千円） 83,568 94,379

　（注）当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

勤務費用（千円） 15,760 15,972

 　（注）当社は、退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

 

４．退職給付債務の計算基礎

　当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載してお

りません。

（ストック・オプション等関係）

 　　　 前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

 　　　 　該当事項はありません。

 　　　 当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日）

 　　　 　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（2007年３月31日）

当事業年度
（2008年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,028

賞与引当金損金算入限度超過額 50,547

未払事業税 29,924

未払事業所税 5,377

退職給付引当金損金算入限度超過額 33,929

長期未払金 2,275

ゴルフ会員権評価損 406

未払費用 4,821

のれん一括償却 15,131

長期前受収益 2,092

減損損失 2,558

その他 18,312

　　小計 175,404

評価性引当額 △1,633

繰延税金資産計 173,770

（単位：千円）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,526

賞与引当金損金算入限度超過額 51,968

未払事業税 35,160

未払事業所税 5,991

退職給付引当金損金算入限度超過額 38,318

長期未払金 2,808

未払費用 12,280

のれん一括償却 8,668

長期前受収益 583

減損損失 5,174

その他 24,665

　　小計 188,141

評価性引当額 △3,191

繰延税金資産計 184,950

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

(単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）

交際費等永久に損金にされない

項目
0.8

住民税均等割等 7.6

収用補償金等永久に益金にされ

ない項目
△0.7

法人税　特別控除 －

役員賞与他 －

減損損失 0.2

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 48.5

 

(単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）

交際費等永久に損金にされない

項目
0.3

住民税均等割等 7.5

収用補償金等永久に益金にされ

ない項目
－

法人税　特別控除 △0.2

役員賞与他 0.7

減損損失 0.1

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 49.0

 

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産及

び繰延税金負債の金額等

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自2006年４月１日　至2007年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱ゼン

ショー

東京都

港区
10,089,805 フード業

 

64.29％

 

兼任

 ４名

食材の

仕入先

 食材の購入 3,005,803  買掛金 320,026

 資金の

 調達

 資金の借入 500,000 短期借入金 425,000

  資金の返済 393,750 長期借入金 1,121,250

 
 利息の支払 20,625 未払費用 669

業務委託

に関する

契約

 業務委託 191,533 未払金 19,796

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　食材の仕入取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

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

当事業年度（自2007年４月１日　至2008年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
㈱ゼン

ショー

東京都

港区
10,089,805 フード業

 

64.32％

 

兼任

 ４名

食材の

仕入先

 食材の購入 3,744,554  買掛金 396,915

 資金の

 調達

 資金の返済 425,000 短期借入金 425,000

   長期借入金 696,250

 
 利息の支払 16,770 未払費用 441

 店舗の 

 賃貸借
 賃料の支払 105,056 差入保証金 98,220

業務委託

に関する

契約

 業務委託 221,579 未払金 21,858

　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　食材の仕入取引及び店舗の賃貸借取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

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

㈱なか卯　(7627)　 2008 年３月期決算短信(非連結)

－ 29 －



（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 395.78 498.24

１株当たり当期純利益金額（円） 101.68 130.45

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　（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　2006年４月１日
至　2007年３月31日)

当事業年度
(自　2007年４月１日
至　2008年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 474,794 609,178

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） 474,794 609,178

期中平均株式数（千株） 4,669 4,669

（開示の省略）

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

開示を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売の状況
　当社は、直営店での販売およびフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているた

め、生産および受注の状況は記載しておりません。

部門別売上高実績

部門別

前事業年度
（自　2006年４月１日
至　2007年３月31日）

当事業年度
（自　2007年４月１日
至　2008年３月31日）

対前年比

売上高（千円）
構成比
（％）

売上高（千円）
構成比
（％）

増減金額(千円)
増減率
（％）

直営店部門

なか卯店 16,025,071 83.7 19,279,770 87.0 3,254,699 20.3

小計 16,025,071 83.7 19,279,770 87.0 3,254,699 20.3

フランチャイジー（加盟店）

部門 
      

食材 2,451,002 12.8 2,224,146 10.0 △226,855 △9.3

包装資材 70,745 0.4 67,312 0.3 △3,433 △4.9

消耗品・備品・その他 160,888 0.8 134,218 0.6 △26,669 △16.6

 小計 2,682,636 14.0 2,425,677 10.9 △256,958 △9.6

その他部門

外販売上 318,783 1.7 331,011 1.5 12,228 3.8

　　　　小計 318,783 1.7 331,011 1.5 12,228 3.8

商品売上高計 19,026,491 99.4 22,036,460 99.4 3,009,969 15.8

その他の営業収入部門

ロイヤリティ収入 117,776 0.6 106,720 0.5 △11,055 △9.4

その他の収入 9,084 0.0 14,783 0.1 5,699 62.7

その他の営業収入計 126,860 0.6 121,504 0.6 △5,356 △4.2

合計 19,153,351 100.0 22,157,964 100.0 3,004,613 15.7

　（注）　チェーン全店末端売上高は次のとおりです。

前事業年度

 （千円）

当事業年度

 （千円）

増減金額

 （千円）

直営店 16,025,071 19,279,770 3,254,699

フランチャイジー（加盟店） 6,170,996 5,498,228 △672,767

合計 22,196,067 24,777,999 2,581,932
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６．その他
　役員の異動

①役員の異動

・一時監査役

（非常勤）中森　亘（2008年４月25日 大阪地方裁判所の選任決定による就任） 

一時監査役の略歴

　生年月日　　昭和41年２月13日生

　略　　歴　　平成７年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）

　　　　　　　　　　　　　　北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所

　　　　　　　平成14年１月　同事務所・パートナー弁護士就任

・退任監査役 

（非常勤）柳沼　伸夫（2008年３月31日 辞任により退任） 

・新任監査役候補

監査役 （常勤） 磯林　市郎  （現 株式会社なか卯　監査室 室長）

監査役（非常勤）野々下　信也（現 株式会社ゼンショー 執行役員 グループＩＴ本部長）

監査役（非常勤）松本　和比古（現 株式会社ゼンショー 法務部長） 

・退任予定監査役

監査役 （常勤） 千葉　幹夫 

一時監査役（非常勤）中森　亘

②就任予定年月日

2008年６月19日

㈱なか卯　(7627)　 2008 年３月期決算短信(非連結)

－ 32 －


