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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）             （百万円未満切捨て） 

(1) 経営成績   
(％表示は対前年増減率) 

 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 7,807 (3.9) 226 (△16.3) 225 (△20.7) 70 (△41.8) 

2007年３月期 7,514 (0.3) 270 (△40.0) 285 (△37.7) 121 (△58.1) 
 

 
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 

経常利益率 

 円 銭 円 銭 % % % 
2008年３月期 18 85 ― 2.7 6.1 2.9 

2007年３月期 32 42 ― 4.6 7.6 3.8 

 

 (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 3,723 2,652 71.3 707 32 

2007年３月期 3,754 2,663 70.9 710 14 

（参考） 自己資本 2008年3月期 2,652百万円 2007年3月期 2,663百万円 

 

(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 379 △299 △56 433 

2007年３月期 307 △37 △25 409 

 

２．配当状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 

四半期末 
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 円 銭 円 銭 百万円 % % 
2007年３月期 － 10 00 － 10 00 20 00 75 61.7 2.8 

2008年３月期 － 10 00 － 10 00 20 00 75 106.1 2.8 

2009年３月期(予想) － 10 00 － 10 00 20 00 －  55.0 － 

 

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、通期は対前年期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 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  3,979 1.4 160 69.2 161 70.7 71 711.3 18  98 

通 期 7,914 1.4 307 36.0 310 37.2 136  93.0 36 38 
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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、19ページ「会計処理方法の変更」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 3,750,931株 2007年３月期 3,750,931株 

② 期末自己株式数           2008年３月期    414株 2007年３月期    335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、29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 

  

  上記の予想は本資料の発表日現在において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、今後様々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。上記の 

  予想に関連する事項については、添付資料の４ページを参照してください。 
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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我が国経済は、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、当社直営部門の久兵衛屋におきましてはゼンショーグループのマス・マーチ

ャンダイジングシステムにより安全な食材の確保に努め、質の高いサービスと安全でおいしい「食」を

通じてお客様に豊かさと幸せを提供することに全力で取り組むとともに、衛生基準を今まで以上に厳格

化・明確化し店舗監査を強化いたしました。 

当事業年度の店舗数につきましては、久兵衛屋１店舗の出店、ミスタードーナツ３店舗の出店と１店

舗の退店、モスバーガー１店舗の出店と１店舗の退店をしたことにより当期末の店舗数は、久兵衛屋48

店舗、ミスタードーナツ42店舗、モスバーガー11店舗の合計101店舗となりました。 

営業政策につきましては、メニュー改定、季節商品の販売、店舗販促の強化等積極的な営業活動を行

ってまいりました。 

経費面につきましては、原油価格の高騰等の影響を受けましたが、影響を最小限にするように、ムダ・

ムラ・ムリのないきめ細かな経費コントロールを行ってまいりました。 

また、経営努力を重ねてはおりますが、固定資産の減損会計に基づき、直営店舗４店舗の減損損失を

計上いたしました。 

以上の結果、売上高78億７百万円（前期比3.9％増）経常利益２億25百万円（前期比20.7％減）、当期

純利益は70百万円（前期比41.8％減）となりました。 

    各部門の状況は以下のとおりであります。 

 

① 久兵衛屋部門 

    商品・販売促進政策につきましては、“季節を感じさせるメニュー”及び“久兵衛屋でしか味わえな

いメニュー”づくりをコンセプトに、お値打ち感のあるランチメニュー及びグランドメニューの改定を

行いました。 

店舗政策につきましては、「深谷上柴店」１店舗の出店を行いました。 

以上の結果、売上高27億84百万円（前期比4.8％増）となりました。 

 

② ミスタードーナツ部門 

    商品・販売促進政策につきましては、「ミコロン」「リッチリング」「リッチシェル」「シンプソン

ズドーナツ」「パフ」等の新商品、季節商品を販売いたしました。また、ミスタードーナツ本部主導に

よる販売促進活動を行ってまいりました。 

    店舗政策につきましては、「ぐりーんうぉーく多摩ショップ」「見附ショップ」「イオン新潟南ショ

ップ」の３店舗の出店を行いました。また、「南大沢駅前ショップ」「とやのショップ」「豊田ショッ

プ」の３店舗の改装と「狭山市駅前ショップ」１店舗を退店いたしました。 

    以上の結果、売上高は42億５百万円（前期比3.8％増）となりました。 

 

③ モスバーガー部門 

    商品・販売促進政策につきましては、バンズ、パティ等のブラッシュアップを行なうとともに、「ナ

ン」「カレーチキンバーガー」「ホットチリバーガー」等の新商品、季節商品を販売いたしました。ま

た、モスバーガー本部主導による販売促進活動を行なってまいりました。 

    店舗政策につきましては、「大宮大和田店」１店舗の出店と「鶴ヶ島店」１店舗を退店いたしました。 

    以上の結果、売上高は８億16百万円（前期比1.4％増）となりました 
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  （次期の見通し） 

次期におきましても、外食産業を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと予測して

おります。 

このような状況のもと、より競争力をつけるため、商品のブラッシュアップ、人材育成の強化、既存

店リニューアル、グループ力の効果的活用等、多店舗化のための体制づくりに取組んでまいります。 

    以上により2009年３月期通期の見通しにつきましては、売上高79億14百万円（前期比1.4％増）、経常 
 利益３億10百万円（前期比37.2％増）、当期純利益は１億36百万円（前期比93.0％増）を見込んでおり、 

 １株当たりの当期純利益は36円38銭（前期比93.0％増）を予定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ23百万円増加

し、４億33百万円となりました。 

    当事業年度中における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、税引前当期純利益１億67百万円等により３億79百万円となりました。 

（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、有形固定資産の取得による支出３億53百万円等により２億99百万円

となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払74百万円等により56百万円となりました。 

 

財務指標のトレンドは以下の通りであります。 

 
第35期 

2005年３月期 

第36期 

2006年３月期 

第37期 

2007年３月期 

第38期 

2008年３月期 

株主資本比率（％） 64.9 71.0 70.9 71.3 

時価ベースの株主資本比率（％） 100.3 143.0 130.9 98.4 

債務償還年数（年） 1.1 1.0 1.4 1.2 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞﾄﾞ･ﾚｼｵ（倍） 74.7 69.6 62.0 51.2 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 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の配当 

    当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけており、経営基盤の確保に

努めるとともに安定的な配当をしていくことを基本方針としております。 

    上記方針に従い、中間配当金として１株につき10円を実施いたしました。期末配当金につきましても

１株につき10円を予定しており、年間配当金は１株につき20円を予定しております。 

    次期につきましても上記方針に従い、中間配当金10円、期末配当金10円、１株当たり年間配当金20円

を予定しております。 
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(5)  事業等のリスク情報 

    1.フランチャイズ契約について 

           当社は、株式会社ダスキン、株式会社モスフードサービスの加盟店として「ミスタードーナツ」 

「モスバーガー」の店舗運営を行うとともに、当社独自の事業である「久兵衛屋」を展開する外食

サービス業であります。 

      当社のフランチャイジー部門の全売上高に占める割合は、当事業年度末で64.3％であり、当社の

業績はフランチャイズ本部の経営方針等により影響を受ける可能性があります。 

    

    2.出店政策について 

      当社は、当社の基準に基づき、出店候補地の商圏人口、交通量、競合店状況等から売上予測を行

い、賃借料等の条件を検討した上で出店地の選定を行っておりますが、当社の出店条件に合致した

物件がなく、出店計画に変更が生じる場合や、立地環境の変化等の理由により既存店の売上逓減、

不採算店の撤退等の不確定要素により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

3.「食」の安全性について 

  当社は、安全でおいしい商品をお客様に提供するために品質管理、衛生管理を徹底しております    

 が、万一、集団食中毒などの衛生問題が発生した場合、企業イメージの失墜等によって、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 

当社は、商法、会社法、金融商品取引法、法人税法等の一般的な法令に加え、食品衛生法、労働

基準法、容器包装リサイクル法等、店舗の営業に関わる各種法規制や制度の制限を受けております。 

これらの法的規制が強化された場合、それに対する為の新たな費用が増加することにより、業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

   

      5.自然災害のリスクについて 

    当社の営業店舗を含む地域で大規模な地震や洪水等の災害が発生した場合、被災状況によっては

正常な事業活動ができなくなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

  6.減損会計について 

    当社において、今後固定資産の減損会計に基づき減損損失を計上することになった場合に、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 
  当社は当社独自の事業であるファミリーレストラン型で“うどん” を主力とした店舗「久兵衛屋」の展開

および、フランチャイズシステムによってチェーン展開しているフランチャイジーとして、「ミスタードー

ナツ」及び「モスバーガー」の店舗展開をしております。 

 当社は、当社の親会社である株式会社ゼンショーおよびその連結子会社を中心に構成される企業集団に属

しております。株式会社ゼンショーとは業務提携を行っております。 

 

 [事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様 

当社 

厨房備品の購入 

親会社の子会社 

株式会社グローバルテーブルサプライ 

食材の物流委託 

親会社の子会社 

株式会社グローバルフレッシュサプライ 

仕入・商品開発・店舗開発サポート 

親会社 

株式会社ゼンショー 

商品とサービスの提供 
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３．経営方針 
(1) 経営の基本方針 

当社は、「人のつながりを大切に暮らしの豊かさを実現します」という理念のもと、地域に密着した

フードサービスを通じて、毎日の生活の１シーンとして「食べることの楽しさや豊かさ」「心のくつろ

ぎや安心感」を提案してまいりました。 

また、「働く」ということを「たくさんの人々のお役に立つこと」と考え、その実現のために、チェ

ーンストア経営の原理・原則を学び、実践しております。 

事業を通じて自らを成長させ、共に働く人たちが幸せだと思える職場をつくることが、「お客さまと

株主の皆さまの信頼と期待にお応えできる企業づくり」につながると考えております。 

理念の実現に向け、教育・訓練体系、店舗開発、商品開発、品質、サービス及びクレンリネスの向上、

情報システムの整備に一層努力し、経営効率を高めてまいる所存であります。 

 

(2) 目標とする経営指針 

  当社は、企業価値を高めることを目的に、成長性、収益性、安定性を重視した経営を目指しておりま

す。資本の効率性を示す上で重要な指標である売上高経常利益率10％を目標としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、フランチャイズシステムによってチェーン展開しているフランチャイジーとして「ミスター

ドーナツ」「モスバーガー」の店舗展開を行っております。当社独自の事業である「久兵衛屋」は当事

業年度末で48店舗となっております。今後も一定数の新規出店を継続して行いつつ、既存店売上高の向

上、及びコストコントロールを確立し、安定的な高い収益モデルを実現してまいります。 

 

(4) 会社が対処すべき課題 

  中長期的な経営戦略を実現するために、ゼンショーグループ全体のシナジー効果を積極的に活用し、

メニュー開発やマスメリットを活かした仕入、店舗運営のノウハウの共有によるオペレーション技術の

向上、情報共有と相互活用による出店開発の質と量の向上等を図ってまいります。そして、既存店舗の

コスト構造を再構築することに努め、従来にも増して「安全でおいしい商品をお値打ち価格で提供し続

けること」「お客さまに感動していただける店」「全社員が世界中どこでも通用する能力を身につける

こと」をテーマに企業体質の強化及び店舗水準の向上に取組んでまいります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

① 会社の運営上の意思決定、執行及び経営組織に関わるその他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

   業務執行及び監視の仕組み 

取締役会につきましては、経営方針に基づき、法令及び定款に違反することのないよう審議を行って

おり、定例取締役会を月１回開催しております。また、緊急な課題につきましては随時、臨時取締役会

を開催しております。また、内部監査室の業務監査による内部牽制を定期的に実施しております。 

   内部統制の仕組み 

監査は、監査役及び内部監査室が定期的に実施しております。 

   弁護士の状況 

    顧問契約をしている法律事務所より、必要に応じ、法律全般についての助言と指導を受けております。 

   会計監査の状況 

     当社は、あずさ監査法人の会計監査を受けており、通常の会計監査に加え、重要な会計課題について

随時相談・検討を実施しております。 
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② コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

取締役及び監査役が出席する取締役会を月例で開催し、法令、定款に定められた事項のほか、経営方

針・政策に関する重要事項について、効果的な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行につき、充 

分な管理監督体制が果たされております。 

当社は内部監査室の業務監査による内部牽制を常時実施しております。また、監査役につきましては、

会社業務全般にわたり適法性及び妥当性を監査しております。 

③ 役員との間の重要な取引に関する事項 

       役員と会社の間の競業取引及び利益相反取引については、法令に則り取締役会で承認並びに報告を行

っております。 

 

(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．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
第37期 

（2007年３月31日現在） 

第38期 

（2008年３月31日現在） 
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   419,931   433,921   

２．売掛金   124,001   100,502   

３．原材料   38,287   34,552   

４．前払費用   59,159   58,449   

５．繰延税金資産   35,014   44,484   

６．未収入金   24,349   6,535   

７．その他   9,883   6,102   

 流動資産合計   710,627 18.9  684,549 18.4 △26,078 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物  2,180,575   2,137,583    

減価償却累計額  1,303,142 877,432  1,259,783 877,800   

(2) 構築物  295,579   304,766    

減価償却累計額  131,776 163,802  119,424 185,342   

(3) 機械及び装置  232,481   259,484    

減価償却累計額  146,210 86,271  153,629 105,855   

(4) 器具及び備品  868,533   885,259    

減価償却累計額  574,243 294,289  566,647 318,612   

(5) 土地   160,383   160,383   

(6) 建設仮勘定   17,811   1,647   

有形固定資産合計   1,599,990 42.6  1,649,640 44.3 49,649 

２．無形固定資産         

(1) 電話加入権   13,249   13,249   

(2) ソフトウェア   5,889   4,932   

(3) その他   5,518   8,534   

無形固定資産合計   24,656 0.7  26,716 0.7 2,059 

３．投資その他の資産         

 (1) 投資有価証券   52,500   42,767   

(2) 差入保証金   1,307,271   1,256,442   

(3) 長期前払費用   12,911   20,896   

(4) 保険積立金   7,989   4,870   

(5) 繰延税金資産   22,295   23,042   

(6) その他   16,348   14,299   

投資その他の資産合計   1,419,316 37.8  1,362,318 36.6 △56,998 

固定資産合計   3,043,964 81.1  3,038,675 81.6 △5,288 

資産合計   3,754,592 100.0  3,723,224 100.0 △31,367 
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第37期 

（2007年３月31日現在） 

第38期 

（2008年３月31日現在） 
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 ※１  204,164   200,449   

２. 短期借入金   80,000   66,000   

３．一年内返済予定の長期

借入金 
  132,503   170,008   

４．未払金   143,452   86,056   

５．未払費用   162,434   187,508   

６．未払法人税等   52,275   44,632   

７．未払消費税等   18,841   22,739   

８．預り金   4,340   5,181   

９．賞与引当金   64,419   64,108   

10．その他   2,340   2,308   

流動負債合計   864,770 23.1  848,991 22.8 △15,778 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   207,544   202,550   

２．役員退職慰労引当金   1,046   －   

３．その他   17,800   18,846   

固定負債合計   226,390 6.0  221,396 5.9 △4,994 

負債合計   1,091,160 29.1  1,070,387 28.7 △20,772 
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第37期 

（2007年３月31日現在） 

第38期 

（2008年３月31日現在） 
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   340,671 9.1  340,671 9.1 － 

２．資本剰余金         

(1)資本準備金  268,640   268,640    

資本剰余金合計   268,640 7.1  268,640 7.2 － 

３．利益剰余金         

(1)利益準備金  41,889   41,889   － 

(2)その他利益剰余金         

配当準備積立金  20,000   20,000   － 

別途積立金  1,839,000   1,839,000   － 

繰越利益剰余金  142,321   138,025   － 

利益剰余金合計   2,043,210 54.4  2,038,914 54.8 － 

４．自己株式   △408 △0.0  △493 △0.0 － 

株主資本合計   2,652,113 70.6  2,647,732 71.1 － 

Ⅱ 評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差

額金 
  11,318 0.3  5,104 0.2 － 

評価・換算差額等合計   11,318 0.3  5,104 0.2 － 

純資産合計   2,663,431 70.9  2,652,836 71.3 － 

負債純資産合計   3,754,592 100.0  3,723,224 100.0 － 
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 (2) 損益計算書 

  

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（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 

（千円） 

Ⅰ 売上高   7,514,434 100.0  7,807,014 100.0 292,579 

Ⅱ 売上原価         

１．期首原材料たな卸高  45,146   38,287    

２．当期原材料仕入高  2,173,220   2,303,703    

合計  2,218,366   2,341,990    

３．期末原材料たな卸高  38,287 2,180,078 29.0 34,552 2,307,438 29.6 127,359 

売上総利益   5,334,355 71.0  5,499,576 70.4 165,220 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,063,962 67.4  5,273,185 67.5 209,222 

営業利益   270,392 3.6  226,391 2.9 △44,001 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息及び配当金  970   3,000    

２．受取家賃  22,938   24,450    

３. 保険解約返戻金  15,432   －    

４. 受取報奨金  2,952   －    

５．その他  3,949 46,243 0.6 5,788 33,239 0.4 △13,003 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  4,993   7,392    

２．賃貸原価  18,637   22,452    

３. その他  7,909 31,539 0.4 3,803 33,648 0.4 2,109 

経常利益   285,096 3.8  225,981 2.9 △59,114 

Ⅵ 特別利益             

  １．移転補償金  －   63,024    

２. 受取保険金  50,000   －    

３．その他  2,715 52,715 0.7 － 63,024 0.8 10,308 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 42,585   72,064    

２．減損損失 ※３ 14,602   42,944    

３．開店遅延損失  －   6,409    

４．適格退職年金制度及び退職一

時金制度の廃止による損失 
 40,622   －    

 ５．会員権評価損  7,000   －    

 ６. その他  1,368 106,178 1.4 － 121,419 1.6 15,240 

税引前当期純利益   231,633 3.1  167,587 2.1 △64,046 

法人税、住民税及び事 

業税 
 117,481   102,870    

法人税等調整額  △7,426 110,055 1.5 △5,999 96,871 1.2 △13,183 

当期純利益   121,578 1.6  70,715 0.9 △50,862 
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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 

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 配当準備 

積立金 

別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式    
株主資本 

合計 

2006年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000  1,612,000  322,754 1,996,644     △408  2,605,546 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △75,011 △75,011 － △75,011 

  当期純利益 － － － － － － 121,578 121,578 － 121,578 

  別途積立金の積立  － － － － － 227,000 △227,000 － － － 

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 － － － － －   227,000 △180,433 46,566 － 46,566 

2007年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000  1,839,000   142,321 2,043,210 △408 2,652,113 

 

 
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 

2006年３月31日 残高 － －   2,605,546 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △75,011 

  当期純利益 － － 121,578 

  別途積立金の積立  － － － 

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

11,318 11,318 11,318 

事業年度中の変動額合計 11,318 11,318 57,884 

2007年３月31日 残高 11,318 11,318 2,663,431 
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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 

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 配当準備 

積立金 

別途積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式    
株主資本 

合計 

2007年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000  1,839,000   142,321 2,043,210 △408 2,652,113 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △75,011 △75,011 － △75,011 

  当期純利益 － － － － － － 70,715 70,715 － 70,715 

  別途積立金の積立  － － － － － － － － － － 

自己株式 － － － － － － － － △85 △85 

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 － － － － －  － △4,296 △4,296 △85 △4,381 

2008年３月31日 残高 340,671 268,640 268,640 41,889 20,000  1,839,000   138,025 2,038,914 △493 2,647,732 

 

 
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 

2007年３月31日 残高 11,318 11,318   2,663,431 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △75,011 

  当期純利益 － － 70,715 

  別途積立金の積立  － － － 

自己株式 － － △85 

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

△6,213 △6,213 △6,213 

事業年度中の変動額合計 △6,213 △6,213 △10,594 

2008年３月31日 残高 5,104 5,104 2,652,836 
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 (4) キャッシュ・フロー計算書 

  

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

記号 
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  231,633 167,587  

減価償却費  168,889 214,411  

賞与引当金の増減額  △5,448 △311  

退職給付引当金及び前払年金費用の

増減額 
 8,842 －  

役員退職慰労引当金の増減額  △24,194 －  

受取利息及び配当金  △970 △3,000  

保険解約返戻金  △15,432 －  

受取保険金  △50,092 －  

支払利息  4,993 7,392  

移転補償金  － △63,024  

有形固定資産除却損  30,397 50,372  

減損損失  14,602 42,944  

会員権評価損  7,000 －  

売上債権の増減額  △29,068 23,499  

たな卸資産の増減額  9,496 3,735  

仕入債務の増減額  5,159 △3,715  

その他  36,065 △8,140  

小計  391,875 431,749 39,874 

利息及び配当金の受取額  981 3,023  

利息の支払額  △4,963 △7,416  

保険金の受取額  50,082 －  

移転補償金の受取額  － 63,024  

法人税等の支払額  △130,391 △110,525  

営業活動によるキャッシュ・フロー  307,585 379,855 72,270 
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第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

記号 
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  △188,000 －  

定期預金の払戻による収入  423,000 10,000  

有形固定資産の取得による支出  △357,609 △353,891  

無形固定資産の取得による支出  △3,596 △1,318  

投資有価証券の取得による支出  － △698  

営業権取得による支出  △4,630 －  

貸付による支出  △2,365 －  

貸付金の回収による収入  594 708  

保証金の差入による支出  △132,224 △47,972  

保証金の回収による収入  108,962 96,229  

保険積立金による支出  △4,486 △2,840  

保険積立金解約による収入  130,847 6,435  

その他の支出  △9,941 △10,089  

その他の収入  2,145 3,879  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △37,304 △299,557 △262,252 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  80,000 △14,000  

長期借入れによる収入  100,000 200,000  

長期借入金の返済による支出  △129,984 △167,489  

配当金の支払額  △75,055 △74,734  

 自己株式取得による支出  － △85  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △25,039 △56,308 △31,268 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  245,241 23,990 △221,251 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  164,689 409,931 245,241 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 409,931 433,921 23,990 
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重要な会計方針 

項目 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３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） 

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 

最終仕入原価法 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      7～24年 

構築物    10～30年 

機械及び装置   6～15年 

器具及び備品  3～15年 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

当事業年度から、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。 

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

2,889千円減少しております。 

（追加情報） 

当事業年度から、法人税法の改正に

伴い、2007年３月31日以前に取得し

た資産については、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

年度の翌事業年度から、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。 

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

3,807千円減少しております。 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における利用

可能期間（５年以内）に基づく

定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

 (3) 長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(1) 賞与引当金 

同左 

 (2) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、旧役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。なお、当社は、2006

年６月に役員退職慰労金制度を

廃止しております。当事業年度

末の引当計上額は、現任の役員

が制度廃止までに在任していた

期間に応じて計上した額であり

ます。 

(2) 役員退職慰労引当金 

－ 

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．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 

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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会計処理方法の変更 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（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」（企業会計基準第５号 2005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 2005年12月９日）を適用しております。 

これによる損益への影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は2,663,431

千円であり、この適用による増減はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正に伴い、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。 

（役員退職慰労金の会計処理） 

当事業年度から、監査・保証実務委員会報告第  

42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（2007年４月13日 日本公認会計士

協会）を適用しております。 

これに伴い、従来、役員退職慰労引当金としていた

2006年６月21日開催の定時株主総会等で決議された

役員の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給予定

額（期末残高1,046千円）を、当事業年度から長期未

払金とし、固定負債のその他に含めて表示しておりま

す。 

 

 

表示方法の変更 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました「保険配当金」（当

期32千円）及び「受取保険金」（当期92千円）は重要

性に鑑み、営業外収益の「その他」に含めて表示する

ことにしております。 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました「保険解約返戻

金」（当期441千円）及び「受取報奨金」（当期84千

円）は重要性に鑑み、営業外収益の「その他」に含め

て表示することにしております。 

 （キャッシュ・フロー計算書） 

前期まで区分掲記しておりました営業活動による

キャッシュ・フローの「保険解約返戻金」（当期△441

千円）及び「受取保険金」（当期△34千円）は重要性

に鑑み、「その他」に含めて表示することにしており

ます。 
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追加情報 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

（適格退職年金制度及び退職一時金制度の廃止） 

当社は、2007年３月31日に適格退職年金制度及び退

職一時金制度を廃止いたしました。制度廃止時点の要

支給額相当額を打ち切り支給することとしておりま

す。制度廃止に伴い「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 2002年

１月31日）を適用しており、前払年金費用13,026千円

及び打ち切り支給に伴い発生する所得税補填のため

の追加支給額23,894千円等を特別損失として計上し

ております。 

 

 

 

（貸借対照表関係） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

※１． 関係会社に対するものが次の通り含まれており

ます。 

     買掛金 72,907千円 

※１．関係会社に対するものが次の通り含まれており

ます。 

     買掛金 77,325千円 
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（損益計算書関係） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

※１． 販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 ※１．販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

広告宣伝費 423,886千円 広告宣伝費 433,335千円 

衛生費 130,502 衛生費 135,630 

ロイヤリティー 242,947 ロイヤリティー 252,867 

役員報酬 39,015 役員報酬 40,777 

給与手当 1,954,445 給与手当 2,050,735 

賞与引当金繰入額 64,419 賞与引当金繰入額 64,108 

退職給付費用 48,083 退職給付費用 31,333 

役員退職慰労引当金繰入額 2,126 役員退職慰労引当金繰入額 － 

法定福利費 115,614 法定福利費 118,257 

福利厚生費 48,984 福利厚生費 47,182 

賃借料 850,271 賃借料 891,198 

水道光熱費 340,438 水道光熱費 364,453 

消耗品費 148,698 消耗品費 164,248 

減価償却費 160,348 減価償却費 208,049 

※２．固定資産除却損の内容は次の通りでありま

す。 

※２．固定資産除却損の内容は次の通りでありま

す。 

建物 

構築物 

機械及び装置 

器具及び備品 

撤去費用 

計 

21,574千円 

822千円 

672千円 

7,328千円 

12,187千円 

42,585千円 

建物 

構築物 

機械及び装置 

器具及び備品 

撤去費用 

計 

24,989千円 

15,313千円 

481千円 

9,586千円 

21,692千円 

72,064千円 

※３．減損損失 

  当社は以下の減損損失を計上しております。 

 

用途 種類 金額 

直営店舗２店舗 建物等 14,602千円 

 

  資産のグルーピングは、主として店舗単位とし、

本社は共有資産として行っております。  

当事業年度については、収益性が著しく悪化

している資産グループについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失14,602千円（建

物2,944千円、構築物5,325千円、器具備品4,693

千円、その他1,638千円）を計上しました。なお、

店舗用資産の回収可能価額は、使用価値により

算定しており、将来キャッシュ・フローを4.3％

で割り引いて算定しております。  

※３．減損損失 

当社は以下の減損損失を計上しております。 

 

用途 種類 金額 

直営店舗４店舗 建物等 42,944千円 

 

  資産のグルーピングは、主として店舗単位とし、

本社は共有資産として行っております。  

当事業年度については、収益性が著しく悪化

している資産グループ等について帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、減損損失42,944千円（建

物16,813千円、構築物9,785千円、器具備品

12,166千円、その他4,178千円）を計上しました。

なお、店舗用資産の回収可能価額は、使用価値

により算定しており、将来キャッシュ・フロー

を4.3％で割り引いて算定しております。  
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（株主資本等変動計算書関係） 

第37期（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 

                                           （単位：株） 

 前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

摘要 

発行済株式      

 普通株式 3,750,931 － － 3,750,931  

自己株式      

 普通株式 335 － － 335  

 

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 1株当たり 

配当額 

基準日 効力発生日 

2006年６月21日 

定時株主総会 

普通株式 37,505千円 10円 2006年３月31日 2006年６月21日 

2006年11月21日 

取締役会 

普通株式 37,505千円 10円 2006年９月30日 2006年12月５日 

 

  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種

類 

配当の原資 配当金の総額 1株当た

り配当額 

基準日 効力発生日 

2007年６月20日 

定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 37,505千円 10円 2007年３月31日 2007年６月20日 
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第38期（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 

                                           （単位：株） 

 前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

摘要 

発行済株式      

 普通株式 3,750,931 － － 3,750,931  

自己株式      

 普通株式 335 79 － 414  

（注） 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

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  

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり 

配当額 

基準日 効力発生日 

2007年６月20日 

定時株主総会 

普通株式 37,505千円 10円 2007年３月31日 2007年６月20日 

2007年11月16日 

取締役会 

普通株式 37,505千円 10円 2007年９月30日 2007年12月10日 

 

  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種

類 

配当の原資 配当金の総額 1株当た

り配当額 

基準日 効力発生日 

2008年６月27日 

定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 37,505千円 10円 2008年３月31日 2008年６月27日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（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記

載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記

載されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定          419,931千円 現金及び預金勘定          433,921千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △10,000千円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金等    －千円 

現金及び現金同等物          409,931千円 現金及び現金同等物          433,921千円 

  

 

（リース取引関係） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３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 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

器具及び備品 37,085 8,390 28,695 

合計 37,085 8,390 28,695  

 
取得価額

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

器具及び備品 35,928 12,474 23,453 

合計 35,928 12,474 23,453  
（注）なお、取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 

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 6,550千円 

１年超 22,145千円 

 合計 28,695千円  

１年内 7,185千円 

１年超 16,267千円 

 合計 23,453千円  
（注）なお、未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 5,587千円 

減価償却費相当額 5,587千円  

支払リース料 7,185千円 

減価償却費相当額 7,185千円  
４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 
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（有価証券関係） 

第37期（2007年３月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

(千円) 

株式 33,500 52,500 19,000 
貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

小計 33,500 52,500 19,000 

株式 － － － 
貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
小計 － － － 

合計 33,500 52,500 19,000 

 

第38期（2008年３月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

(千円) 

株式 34,198 42,767 8,568 
貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

小計 34,198 42,767 8,568 

株式 － － － 
貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
小計 － － － 

合計 34,198 42,767 8,568 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

第37期（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

第38期（自 2007年４月１日 至 2008年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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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、適格年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、2007年３

月31日に両制度を廃止いたしました。なお、当社は複数事業主制度による企業年金（外食産業ジェフ厚生

年金基金）に加盟しております。 

 

２．退職給付費用に関する事項 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

適格年金制度及び退職一時金 17,708千円   

外食産業ジェフ厚生年金基金に

対する会社拠出額 
30,374千円 

外食産業ジェフ厚生年金基金に

対する会社拠出額 
31,333千円 

適格年金制度及び退職一時金制

度の廃止に伴う前払年金費用の

戻入額 

13,026千円   

合計 61,108千円 合計 31,333千円 

 

３．複数事業主制度に関する事項 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

年金資産の額    511,177千円 

（掛金拠出割合で算出） 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

（2007年３月31日現在） 

年金資産の額            120,610,379千円 

年金財政計算上の給付債務の額 106,756,556千円 

差引額             13,853,823千円 

 

(2)制度全体に占める 

当社グループの掛金拠出割合 

（2007年３月31日現在）  0.45％ 
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（税効果会計関係） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 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 

繰延税金資産  

未払事業税 5,943千円 

未払金 9,634 

固定資産減損損失 5,903 

賞与引当金 26,044 

会員権評価損 9,137 

その他 8,329 

繰延税金資産 計 64,992 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △7,682 

繰延税金資産の純額 57,310  

繰延税金資産  

未払事業税 5,288千円 

未払金 9,986 

固定資産減損損失 21,578 

賞与引当金 25,918 

会員権評価損 6,174 

その他 5,389 

小計 74,336 

評価性引当金 △3,344 

繰延税金資産 計 70,991 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △3,464 

繰延税金資産の純額 67,527 

   
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

法定実効税率 40.43％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
3.36 

住民税均等割 4.36 

過年度法人税等 △1.08 

その他   0.44 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
 47.51 

 

法定実効税率 40.43％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
4.71 

住民税均等割 8.22 

過年度法人税等 2.09 

評価性引当金の増減 2.00 

その他   0.35 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
 57.80 

 
 

 

（持分法損益等） 

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。 

 

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。
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（関連当事者との取引） 

 

第37期（自2006年４月１日 至2007年３月31日） 

  

 １． 親会社及び法人主要株主等 

 

 

属性 

 

会社名 

 

所在地 

 

資本金 

 

事業内容 

議決権等

の被所有 

関係内容 取引の内

容 

 

取引金額 

 

科目 

 

期末残高 

   (百万円)  割合 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

 (千円)  (千円) 

親会社 ㈱ｾﾞﾝｼｮｰ 東京都

港区 

10,089  飲食業 直接 

58.1% 

兼 任 4

人 

原材料

仕入等 

原材料仕

入 

800,482 買掛金 72,907 

（注） 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   原材料の仕入については、市場動向等を勘案して、価格交渉のうえ、仕入価格を決定しております。 

 

第38期（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

  

 １． 親会社及び法人主要株主等 

 

 

属性 

 

会社名 

 

所在地 

 

資本金 

 

事業内容 

議決権等

の被所有 

関係内容 取引の内

容 

 

取引金額 

 

科目 

 

期末残高 

   (百万円)  割合 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

 (千円)  (千円) 

親会社 ㈱ｾﾞﾝｼｮｰ 東京都

港区 

10,089  飲食業 直接 

58.1% 

兼 任 3

人 

原材料

仕入等 

原材料仕

入 

852,000 買掛金 77,325 

（注） 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

   原材料の仕入については、市場動向等を勘案して、価格交渉のうえ、仕入価格を決定しております。 

 

（重要な後発事項） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

１株当たり純資産額         710円14銭 

１株当たり当期純利益        32円42銭 

１株当たり純資産額         707円32銭 

１株当たり当期純利益        18円85銭 

 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、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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 

当期純利益（千円） 121,578 70,715 

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） 121,578 70,715 

期中平均株式数（株） 3,750,596 3,750,563 

 
 
５．販売の状況 
部門別販売実績 

第37期 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

第38期 

（自 2007年４月１日 

至 2008年３月31日） 
事業部門等の名称 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

ミスタードーナツ部門 4,053,176 54.0 4,205,735 53.9 

久兵衛屋部門 2,656,032 35.3 2,784,754 35.7 

モスバーガー部門 805,225 10.7 816,523 10.4 

合計 7,514,434 100.0 7,807,014 100.0 

 

 

 

６．役員の異動 
 

１．社外監査役 ３名 

  

社外監査役   竹田 和明  （2008年6月27日就任予定） 

   社外監査役   松本 和比古 （2008年6月27日就任予定） 

    社外監査役   中根 利宏  （2008年6月27日就任予定） 

 

以上 


