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平成 20 年３月期 決算短信 

平成 20 年５月 15 日 
 
上 場 会 社 名  ㈱アスラポート・ダイニング      上場取引所： 大証ヘラクレス 

コ ー ド 番 号  ３０６９                  ＵＲＬ http://www.asrapport-dining.com/ 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 山口 伸昭  

問合せ先責任者 役職名 管理本部長 氏名 鹿田 正明 ＴＥＬ（03）5405－4424 

定時株主総会開催予定日   平成 20 年６月 25 日         配当開始予定日  未定 

有価証券報告書提出予定日  平成 20 年６月 26 日  
 

（百万円未満切捨て） 

１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
前連結会計年度の㈱アスラポート・ダイニングの連結財務諸表は、㈱プライム・リンクの前中間連結財務諸

表を引き継いで作成しております。 

(1) 連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 10,885 61.3 260 16.1 142 0.6 135 283.1 

19年３月期 6,747 ― 224 ― 142 ― 35 ― 
 

 
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３月期 1,113  86 1,109  03 15.7 2.3 2.4 

19年３月期 310  69 306  25 6.0 3.0 3.3 

（参考）①持分法投資損益   20 年３月期  －百万円  19 年３月期 －百万円 

    ②19 年３月期の自己資本当期純利益率及び総資本経常利益率は、期末の自己資本及び総資産により算出しており

ます。 
 
 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円  銭

20年３月期 7,808 1,163 14.4 8,865  07 

19年３月期 4,738 615 12.5 5,091  13 

（参考）自己資本     20 年３月期 1,124 百万円  19 年３月期 592 百万円 
  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 334 △2,925 2,267 996 

19年３月期 233 △893 346 1,320 
 
 

２．配当の状況 

 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 

（連結） 

純資産配当

率（連結）

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

19年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

20年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年３月期 

（予想） 
― ― ― ― ―  ― 

 
 

３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月 1 日～平成 21 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結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２四半期連結累計期間 6,100 26.7 70 △51.4 14 △86.8 3 △94.0 23  66 

通  期 12,000 10.2 200 △23.4 100 △30.0 80 △40.8 630  87 
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４．その他 

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

新規 ２社（社名：㈱ゲンジフーズ、㈱とり鉄）  除外 ―社 

（注）詳細は７ページ｢企業集団の状況｣をご覧ください。 
 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理方法の原則・手続、表示方法の変更等 

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「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  20 年３月期 126,834 株  19 年３月期 116,493 株 

② 期末自己株式数            20 年３月期    24 株  19 年３月期    24 株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ｢１株当たり情報｣

をご覧ください。 

 

 

（参考）個別業績の概要 
 
１．20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（注）当社は平成19年１月12日に設立のため、19年３月期の個別業績は平成19年１月12日から平成19年３月31日

までのものであります。 

(1) 個別経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 377 660.0 108 233.1 41 720.4 106 ― 

19年３月期 49 ― 32 ― 5 ― 4 ― 
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

円  銭 円  銭

20年３月期 878  12 874  31 

19年３月期 197  89 190  15 

 
 

(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円  銭

20年３月期 3,415 1,178 34.5 9,296  37 

19年３月期 2,126 673 31.7 5,782  37 

（参考）自己資本     20 年３月期 1,178 百万円  19 年３月期 673 百万円 
 
 

２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月 1 日～平成 21 年３月 31 日） 
当社は持ち株会社のため、営業収益は関係会社との取引により発生し、連結業績上は内部取引として消去さ

れます。従って投資情報としての重要性が大きくないと判断されるため記載を省略しております。 
 
  
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、当社が本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々

な不確定要素により実際の数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度における外食市場は、原材料価格の上昇や原油価格の高騰、食品や外食産業をめぐる不祥

事による消費者の食への不安の高まり、人件費の上昇など、依然として厳しい環境が続いております。この

ような状況の中、当社グループは、既存業態の業績向上、新規業態の開発・出店、並びにＭ＆Ａを通じた事

業拡大を進めることで成長を目指して活動してまいりました。 

 

既存店業績向上の施策としては、子会社である㈱プライム・リンクが展開する「牛角」では前連結会計年

度に導入してから好評を得ているオーダーバイキング方式の「ビュッフェコース」を継続実施したことによ

り、当社直営店における売上高前年比は 105.9 ％、加盟店も含めた既存店売上高前年比は 102.7%となりまし

た。ロードサイド型の店舗が多い㈱プライム・リンクの「とりでん」ではランチ営業の導入や食事メニュー

の強化により、また㈱フーディアム・インターナショナルの「串特急」ではマイクロバスなどによるお客様

の送迎やハンドルキーパー企画（ドライバーへソフトドリンクをサービス）などの販売促進策により、飲酒

運転取締りの強化の影響が続く中での業績の維持に努めてまいりました。㈱プライム・リンクの「おだいど

こ」では、直営店１店舗及びフランチャイズ店 14 店舗を新規出店しており、今後もフランチャイズ店を中心

に出店を促進してまいります。 

 

新業態については、繁華街立地における出店を方針とし、㈱プライム・リンクは「日向暁荘（ひゅうがあ

かつきそう）」を直営１店舗出店し、㈱フーディアム・インターナショナルは静岡県ＪＲ沼津駅前に「海人

（かいと）」、「古来家匠郭」をそれぞれ直営１店舗出店いたしました。 

 

Ｍ＆Ａについては、子会社である㈱ゲンジフーズが㈱オリジンフーズより事業を一部譲り受け、平成 19

年７月 1 日に「源氏家族」、「貴族の森」をはじめとする４業態で、直営 31 店舗、フランチャイズ 25 店舗

の運営を開始いたしました。また、当社が㈱東京タスコより㈱とり鉄の全株式を取得したことにより、平成

19 年８月 31 日に「とり鉄」直営店 11 店舗、フランチャイズ店 60 店舗が当社グループへ加わりました。 

 

以上により、当連結会計年度の売上高は 10,885 百万円、営業利益は 260 百万円、経常利益は 142 百万

円、当期純利益は 135 百万円となりました。なお、特別損益項目としては、企業買収費用や訴訟費用、新業

態検証用店舗の閉店による固定資産の減損損失により特別損失を 104 百万円計上する一方で、特別利益とし

て、受取手数料および訴訟の和解金の受領、前期に閉店した店舗の解体費用の戻入益などにより、145 百万

円を計上しております。 

 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

 

 〔店舗運営事業〕 

当連結会計年度における直営店舗の新規出店は、「おだいどこ」、「日向暁荘」、「海人（かいと）」、

「古来家匠郭」各１店舗の計４店舗を出店いたしました。一方で、「牛角」「おだいどこ」「串特急」のフ

ランチャイズ加盟企業への直営店譲渡及び新業態検証用店舗の閉店などにより 15 店舗が減少した結果、当

社グループの直営店舗数は当連結会計年度末 91 店舗となり、店舗運営事業の売上高は 6,149 百万円となり

ました。 
 

 〔フランチャイズ本部事業〕 

当連結会計年度におけるフランチャイズ店舗の新規出店は、「牛角」７店舗、「とりでん」１店舗、「お

だいどこ」14 店舗、「串特急」２店舗、「とり鉄」２店舗の計 26 店舗となりました。一方、閉店・譲渡な

どにより 29 店舗が減少いたしました。一方、当連結会計年度にＭ＆Ａにより「貴族の森」23 店舗、「源氏

家族」2店舗、「とり鉄」60 店舗を当社グループに取り込んだ結果、当連結会計年度末におけるフランチャ

イズ店舗数は 402 店舗（フランチャイズ加盟件数は 709 件）となりました。 

なお、フランチャイズ店舗からのロイヤリティ売上高に加え、㈱プライム・リンクの一部の業態及び㈱フ

ーディアム・インターナショナルでフランチャイズ店舗向けに販売している食材の売上により、フランチャ

イズ本部事業の売上高は 4,674 百万円となりました。 
 

 〔その他事業〕 

その他事業としては、主に飲食店舗における販売促進支援に取り組んでおり、フランチャイズ店舗並びに
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他の飲食企業へ対して「ＷＥＢＤＭシステム」（アンケートにより店舗で獲得した顧客データからダイレク

トメールを発送するサービス）を用いた販促提案を中心に活動した結果、その他事業の売上高は 771 百万円

となりました。 

 

② 次期の見通し 

わが国の外食市場は、原材料価格の上昇や原油価格の高騰、食品や外食産業をめぐる不祥事による消費者

の食への不安の高まり、人件費の上昇など、まだまだ厳しい状況下で推移するものと予想されます。 

このような認識のもと、当社グループの強みといえるフランチャイズ事業開発・運営のノウハウを活用で

きるようなＭ＆Ａや他業態との事業提携をさらに推進し、グループシナジーを追求してまいりたいと考えて

おります。また、既存のブランド力向上のために、低投資型の業態の開発やメニュー開発の強化にも取り組

んでまいります。 

通期の連結の業績見通しについては、売上高 12,000 百万円、営業利益 200 百万円、経常利益 100 百万円、

当期純利益 80 百万円となる見込みであります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度末における資産は 7,808 百万円となり、前連結会計年度に比較し 3,070 百万円増加いたし

ました。これは主に、Ｍ＆Ａによる直営店の増加に伴う有形固定資産の増加及びのれんの増加によるもので

す。 

負債は 6,645 百万円となり、前連結会計年度と比べ 2,522 百万円増加いたしましたが、店舗出店、企業買

収など長期投資に期間対応するために、社債等での長期資金の調達及び短期資金の長期資金へのリファイナ

ンスにより、財務状態の安定化を進めております。純資産については、新株予約権の権利行使及び純利益の

計上などにより、前連結会計年度と比べ 547 百万円増加し、1,163 百万円となっております（自己資本比率

は 14.4%）。 

 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当連結会計年度の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より 323 百万円減少し、996 百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 334 百万円となりました。これは、主に 472 百

万円の償却費負担後も、税金等調整前当期純利益が 183 百万円計上できている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） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、2,925 百万円となりました。これは、主に㈱ゲ

ンジフーズによる事業譲受に伴う支出（1,836 百万円）と、㈱とり鉄の株式取得のための支出（702 百万

円）によるものです。なお、新規出店に伴う有形固定資産取得のための支出は 189 百万円、敷金・保証金

の差入のための支出は 138 百万円となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、2,267 百万円となりました。これは、主に買収

資金の調達のために行った長期借入（2,395 百万円）及び社債の発行（567 百万円）によるものです。 
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③ キャッシュ・フロー関係指標の推移 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

 19年３月期 20年３月期    

自己資本比率（％） 12.5 14.4  

時価ベースの自己資本比率（％） 108.9 64.5  

債務償還年数（年） 10.8 13.5  

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.4 3.0  

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資本 

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・フローは連結キャッシュ・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、連結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すべての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位に対する利益還元を 重要課題のひとつであることを常に認識し、そのための準備として

財務体質と経営基盤の強化に取り組んできております。しかしながら、当期におきましては、誠に遺憾であり

ますが、前期に引き続き配当を見送り、無配を予定いたします。内部留保金につきましては、中長期的な視点

に立ち、財務体質の強化、新規出店や業態開発などの設備投資などに活用し、安定的な配当をできるための環

境整備を図っていく所存であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。ただし、事業等リスクはこれらに限られるものではなく、将来発生しうる全てのリスクを必ずしも

網羅したものではありません。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成 20 年３月 31

日)現在において当社が判断したものであります。 

 

① 食品の安全性及び衛生管理について 

当社グループは、店舗においてマニュアルに基づいた衛生管理を徹底し、第三者による衛生・細菌検査を

定期に行うことにより、お客様への安全且つ衛生的な商品提供に努めておりますが、万一、外的要因等によ

り食品事故等が発生した場合、営業停止やブランドイメージの低下により当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

また、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、鳥インフルエンザ等、社会全般に影響を与える衛生問題或いは風評等が

発生した場合、売上の減少、安全衛生の強化施策費の増加、関連設備投資、安全性に関するキャンペーン費

用等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 競合の激化について 

外食業界は、他業界に比べ参入障壁が低く、また、業態の垣根を越えた激しい競争状態が続いております。

当社グループは、ライフサイクル上の成長期と安定期にある業態をバランスよくミックスした業態ポートフ

ォリオを構築することで企業として持続的に成長し、店舗数の拡大で生まれるグループシナジーを成長力に

加えることで、業界における激しい競争に勝ち抜いていく所存であります。グループシナジーは具体的には、

同業態のブランドを複数持つことにより共通食材調達による価格交渉力を発揮し、更には、グループ各社の

商品開発部門を統合し新商品開発力を強化することなどを行ってきております。しかしながら、今後さらに

競争が激化した場合は、売上の減少に加え、販売促進費、賃料等のコスト増加が予想され、当社グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ エリアフランチャイズ事業について 

当社グループの事業のうちエリアフランチャイズ事業は、総本部との間でエリアフランチャイズ契約を締

結することにより展開しております。当該事業においては、提供する商品の規格・サービスがエリアフラン

チャイズ契約に規定される範囲に制限され、その総本部の意向や当社グループの管理できない要因により、

大きな影響を受けることがあります。そのため、総本部の業績不振、予期しない契約の打ち切りは、当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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④ 人材の教育について 

当社グループは、社員の教育について業務に関する教育はもとより、モラル面、特に遵法精神等について

も教育しておりますが、万一、社会的な不祥事を引き起こしてしまった場合、当社グループの社会的信用が

大きく損なわれ、結果として当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 法的規制について 

当社グループの直営店及びフランチャイズ加盟店は、食品衛生法の規定に基づき、所轄保健所より飲食店

営業の許可を取得しているのに加え、環境の保護に関して、容器包装リサイクル法等、各種環境保全に関す

る法令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、それに対応するための新たな費用が

増加すること等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、短時間労働者の社会保険加入促進に向けた法改正が今後更に強化された場合は、これに対応するた

めの新たな費用が発生すること等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 災害によるリスクについて 

当社グループの店舗が集中する首都圏及び関西で大規模な自然災害や事故等が発生した場合、事業活動に

支障をきたし、当社グループの経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 個人情報保護について 

当社グループは、お客様の個人情報等を個人情報保護法の趣旨に沿った社内体制に基づき管理・運用して

おりますが、万一、漏洩があった場合には、顧客に重大な損失を与え、当社グループの社会的信用を失う可

能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社（持株会社）と、連結子会社である㈱プライム・リンク他３社で構成されており、フラ

ンチャイズ加盟店として飲食店の経営及び取引先フランチャイズ本部との契約に基づきエリアフランチャイズ本

部として地域毎の加盟開発や加盟店運営指導等の事業活動を展開しております。また、自ら開発した飲食業態に

ついて、フランチャイズ本部の運営も行っております。 

 

〔事業系統図〕 

当社グループの状況を事業系統図によって示すと次のとおりとなります。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、㈱プライム・リンクが創業時より掲げてきた「感動共有業」という経営理念を継承してお

ります。飲食業を通じてお客様と従業員が共に感動を分かち合い共有できる環境を提供していく、という考え

のもと、お客様、フランチャイズ店舗、従業員、取引会社など当社グループをとりまくすべての方々と感動を

共有することにより、顧客満足度を極大化することを目指して活動してまいります。 

「感動共有業」を具現化し、持株会社である「㈱アスラポート・ダイニング」を中心として、経営の効率化

と新たな事業機会の創出を図り、グループとしての成長力を強化するために、下記の「３つの“Ｉ”（ア

イ）」を実践してまいります。 

① Intercommunity 「共有・共同」 

フランチャイズ店舗支援の強化、直営店舗の運営により、既存主力業態の業績向上を図ります。  

また、グループ会社の役割を明確にし、それぞれの強みを活かす経営を行ってまいります。 

② Innovation 「変革」 
新業態を開発し、グループの直営店舗で検証してブランドを確立します。 

③ Investment 「投資」 

事業拡大を図るため、当社の経験・強みを活かせるようなＭ＆Ａや事業提携に積極的に取り組んでま

いります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値を高めていくことを経営の目標に掲げております。経営指標

としては、事業及び企業の収益力を表す各利益率項目を重視し、これらの拡大を目指しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

原材料価格の上昇や原油価格の高騰、食品や外食産業をめぐる不祥事による消費者の食への不安の高まり、

人件費や賃料の上昇など、依然として外食をめぐる外部環境は厳しい状況が続いております。このような状況

に対応しつつ企業成長していくために、以下の方針に基づき取り組んでまいります。 

 

①既存業態のブランド力向上とフランチャイズ展開 

  既存ブランド「とりでん」「おだいどこ」「串特急」において、より魅力的なメニュー開発や改装を行

うと共に、低投資型店舗の開発を行うなどブランド力の維持と向上に努めます。店舗設備、商品力及びサ

ービス力すべてを原点に立ち返って見直すと共に、本部、直営店舗、フランチャイズ店舗が一体となって

業績向上に取り組める体制を目指してまいります。特に「おだいどこ」、「とり鉄」においては、フラン

チャイズ店舗の出店を促進してまいります。 

 

②事業拡大 

 事業拡大を図るため、当社の持つ店舗運営経験、フランチャイズ本部運営という強みを活かせるような

Ｍ＆Ａや事業提携に積極的に取り組んでまいります。ひいては、Ｍ＆Ａを通じて外食業界の再編に寄与し

ていきたいと考えております。 

 

③グループシナジーの追求 

 直営店舗、フランチャイズ店の運営の効率化を図るため、グループの管理部門及び物流・商品開発部門

の統合や、共通の管理システムの導入などにより、経営の効率化及びコストダウンを図ってまいります。

また、人材研修システムを確立しグループ内の人材交流を行うなど、グループ内キャリアプランを策定

し、優秀な人材の確保・育成と保持に努めてまいります。 
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(4) 会社の対処すべき課題 

外食市場規模が縮小傾向にあるなかで、価格競争、出店競争などは一層激化し、また、原材料価格の上昇や

原油価格の高騰、食品や外食産業をめぐる不祥事による消費者の食への不安の高まりなど、外食をめぐる外部

環境はより一層厳しくなっていくものと考えられます。そのような状況を踏まえ、様々な経営課題に対して、

迅速かつ効果的に解決していくために、当社は下記の事項を課題として対処してまいります。 

 

① 既存業態の出店促進 

既存店業績の維持と改善は、当社グループの直営店の業績向上及びフランチャイズ本部としての使命と考

え、以下のことに注力致します。 

ａ 食材の安定確保と高い商品力を持ったメニューの開発 

ｂ 収益性において競合に負けない業態の作りこみ（低投資型店舗の開発など） 

ｃ スーパーバイジング機能の強化 

ｄ ブランドイメージの保持 

 

② 事業の拡大とＭ＆Ａ 

常に変化するお客様の嗜好、期待を超える商品やサービスを提供し続けるためには、高品質で安価な商品

調達、優秀な人材を確保することが必要となります。そのための事業規模、業態、雇用機会の確保を目的と

して事業拡大に取り組んでまいります。 

ａ M&A 案件のファインディング及び事業評価機能の強化 

ｂ 効率的な資金調達 

ｃ 買収後の統合及びシナジー創出のためのノウハウの蓄積 

 

③ 強固な収益構造の確立 

企業価値、株主価値を高めていくための収益構造の強化を図る必要があります。そのために特に以下のこ

とに注力します。 

ａ 店舗収益を確保するための原価管理、人件費管理の見直し 

ｂ グループ企業の管理、調達、開発部門の集中と効率化 

ｃ 質の高い人材の採用と戦力化のための研修制度の確立 

ｄ 迅速かつ 適な意思決定のための情報共有の仕組み作り 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

①連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 1,323,446 1,111,554  △211,892

２．売掛金  534,198 919,684  385,486

３．たな卸資産  32,059 56,372  24,313

４．その他  186,569 510,102  323,533

５．貸倒引当金  △40,972 △59,478  △18,506

流動資産合計  2,035,301 43.0 2,538,236 32.5 502,934

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,058,063 1,850,074   

  減価償却累計額  478,163 579,900 519,487 1,330,586  750,686

(2) 機械装置及び運搬具  15,965 7,758   

  減価償却累計額  11,630 4,335 5,829 1,928  △2,406

(3) 土地 ※２ 66,070 239,138  173,068

(4) 建設仮勘定  10,500 11,752  1,252

(5) その他  185,136 241,034   

  減価償却累計額  116,890 68,245 132,647 108,386  40,141

 有形固定資産合計  729,052 15.4 1,691,793 21.7 962,741

２．無形固定資産    

(1) のれん  719,592 1,894,158  1,174,565

(2) その他  54,319 146,520  92,201

  無形固定資産合計  773,912 16.3 2,040,679 26.1 1,266,766

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  2,515 841  △1,674

(2) 長期貸付金  39,487 24,854  △14,632

(3) 敷金・保証金  800,375 1,136,993  336,618

(4) 長期前払費用  321,240 341,763  20,523

(5) その他 ※１ 65,372 62,369  △3,003

(6) 貸倒引当金  △29,002 △29,002  ―

  投資その他の資産合計  1,199,989 25.3 1,537,821 19.7 337,832

固定資産合計  2,702,953 57.0 5,270,294 67.5 2,567,341

資産合計  4,738,255 100.0 7,808,531 100.0 3,070,275
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  342,424 606,680  264,256

２．短期借入金 ※２ 20,000 550,200  530,200

３．１年以内償還予定社債  121,000 237,000  116,000

４．１年以内返済予定長期
借入金 

※２、３ 995,187 856,974  △138,213

５．未払金  500,256 516,352  16,096

６．未払法人税等  24,237 42,966  18,729

７．繰延税金負債  1,268 4,042  2,773

８．賞与引当金  8,190 15,180  6,990

９．その他  392,243 356,491  △35,751

流動負債合計  2,404,807 50.7 3,185,887 40.8 781,080

Ⅱ 固定負債    

１．社債  379,000 722,000  343,000

２．長期借入金 ※２、３ 707,527 1,899,723  1,192,196

３．預り保証金  451,651 586,463  134,812

４．繰延税金負債  413 ―  △413

５．退職給付引当金  12,378 14,494  2,116

６．その他  166,933 236,573  69,639

固定負債合計  1,717,903 36.3 3,459,253 44.3 1,741,350

負債合計  4,122,710 87.0 6,645,141 85.1 2,522,430

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  300,000 6.3 499,536 6.4 199,536

２．資本剰余金  258,539 5.5 457,833 5.9 199,294

３．利益剰余金  35,245 0.7 168,895 2.2 133,650

４．自己株式  △1,428 △0.0 △1,428 △0.1 ―

株主資本合計  592,356 12.5 1,124,837 14.4 532,481

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 602 0.0 △658 △0.0 △1,260

評価・換算差額等合計  602 0.0 △658 △0.0 △1,260

Ⅲ 新株予約権  200 0.0 ― ― △200

Ⅳ 少数株主持分  22,386 0.5 39,211 0.5 16,824

純資産合計  615,544 13.0 1,163,390 14.9 547,845

負債純資産合計  4,738,255 100.0 7,808,531 100.0 3,070,275
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②連結損益計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度 
  （自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額 
（千円）

Ⅰ 売上高  6,747,209 100.0 10,885,722 100.0 4,138,512

Ⅱ 売上原価  2,886,006 42.8 4,946,507 45.4 2,060,501

売上総利益  3,861,203 57.2 5,939,215 54.6 2,078,011

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．貸倒引当金繰入額  22,839 24,213   

２．役員報酬  65,772 101,638   

３．給料・賞与  1,502,569 2,402,270   

４．賞与引当金繰入額  8,190 15,180   

５．退職給付費用  1,583 3,819   

６．賃借料  538,175 803,187   

７．減価償却費  89,070 179,428   

８．のれん償却費  37,873 164,963   

９．その他  1,370,313 3,636,387 53.9 1,983,533 5,678,234 52.2 2,041,847

営業利益  224,816 3.3 260,980 2.4 36,164

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,967 4,567   

２．受取配当金  3 4   

３．金利スワップ評価益  10,569 ―   

４．その他  20,594 33,134 0.5 27,342 31,913 0.3 △1,220

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  70,699 109,350   

２．創立費  17,091 ―   

３．その他  28,126 115,917 1.7 40,659 150,009 1.4 34,092

経常利益  142,033 2.1 142,885 1.3 851

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※１ 6,087 717   

２．貸倒引当金戻入益  44,486 ―   

３．店舗解体費用戻入益  71,332 12,000   

４．受取契約違約金  17,000 7,000   

５．受取手数料  ― 95,238   

６．受取和解金  ― 14,814   

７．その他  13,899 152,805 2.3 15,553 145,323 1.3 △7,482

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※２ 142 ―   

２．減損損失 ※３ 159,041 48,305   

３．和解金  ― 18,607   

４．その他  79,858 239,042 3.6 37,857 104,769 0.9 △134,272

税金等調整前当期純利
益 

 55,796 0.8 183,438 1.7 127,641

法人税、住民税及び事
業税 

 16,332 28,653   

法人税等調整額  1,268 17,600 0.3 2,773 31,427 0.3 13,826

少数株主利益  2,911 0.0 16,824 0.2 13,913

当期純利益  35,284 0.5 135,186 1.2 99,901
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③連結株主資本等変動計算書 

   前連結会計年度（自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 2,169,908 2,095,408 △4,185,128 △1,468 78,719

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 239,175 239,175 ― ― 478,351

当期純利益 ― ― 35,284 ― 35,284

欠損金の補填 △1,850,544 △2,334,584 4,185,128 ― ―

減資 △258,539 258,539 ― ― ―

自己株式の消却 ― ― △39 39 ―

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） △1,869,908 △1,836,868 4,220,373 39 513,636

平成19年３月31日残高（千円） 300,000 258,539 35,245 △1,428 592,356

 

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

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 4,447 4,447 680  83,847

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 ― ― ― ― 478,351

当期純利益 ― ― ― ― 35,284

欠損金の補填 ― ― ― ― ―

減資 ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△3,845 △3,845 △480 22,386 18,061

連結会計年度中の変動額合計（千円） △3,845 △3,845 △480 22,386 531,697

平成19年３月31日残高（千円） 602 602 200 22,386 615,544
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   当連結会計年度（自 平成19年４月1日 至 平成20年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 300,000 258,539 35,245 △1,428 592,356

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 199,536 199,536 ― ― 399,072

当期純利益 ― ― 135,186 ― 135,186

連結範囲の変更に伴う減少額 ― ― △1,535 ― △1,535

新株予約権の行使による端数処理 ― △242 ― ― △242

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） 199,536 199,294 133,650 ― 532,481

平成20年３月31日残高（千円） 499,536 457,833 168,895 △1,428 1,124,837

 

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

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日残高（千円） 602 602 200 22,386 615,544

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 ― ― ― ― 399,072

当期純利益 ― ― ― ― 135,186

連結範囲の変更に伴う減少額 ― ― ― ― △1,535

新株予約権の行使による端数処理 ― ― ― ― △242

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△1,260 △1,260 △200 16,824 15,363

連結会計年度中の変動額合計（千円） △1,260 △1,260 △200 16,824 547,845

平成20年３月31日残高（千円） △658 △658 ― 39,211 1,163,390
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④連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前当期純利益  55,796 183,438 127,641

   減価償却費及び償却費  242,736 307,903 65,167

   賞与引当金の増減額  △4,410 6,990 11,400

   貸倒引当金の増減額  △46,017 18,506 64,523

   受取利息及び受取配当金  △1,970 △4,571 △2,600

   支払利息及び社債利息  70,699 109,350 38,651

   のれん償却費  37,873 164,963 127,090

   減損損失  159,041 48,305 △110,736

   店舗解体費用戻入益  △71,332 △12,000 59,332

   受取手数料  ― △95,238 △95,238

   売上債権の増減額  14,583 △326,986 △341,570

   たな卸資産の増減額  18,869 △253 △19,123

   仕入債務の増減額  64,879 222,418 157,539

   未払消費税等の増減額  51,977 103,488 51,510

   リース資産減損勘定の取崩額  △199,596 △60,201 139,395

   その他  9,618 △210,142 △219,760

小計  402,749 455,969 53,220

   利息及び配当金の受取額  1,970 4,571 2,600

   利息の支払額  △68,908 △112,244 △43,336

   法人税等の支払額  △16,868 △14,128 2,740

   違約金による収入  ― 7,000 7,000

   和解による収入  ― 14,814 14,814

   和解による支出  ― △18,607 △18,607

   店舗解体費用の支払額  △76,697 △3,000 73,697

   企業買収費用の支払額  △9,000 ― 9,000

  営業活動によるキャッシュ・フロー  233,245 334,375 101,129

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  ― △112,300 △112,300

   有形固定資産の取得による支出  △189,937 △189,984 △47

   有形固定資産の売却による収入  6,886 33,795 26,909

   関係会社株式の取得による支出 ※２ △633,815 △702,831 △69,015

   営業譲受による支出 ※３ ― △1,836,721 △1,836,721

   敷金・保証金に係る支出  △80,209 △138,454 △58,245

   敷金・保証金の返還による収入  178,542 89,891 △88,650

   長期前払費用に係る支出  △173,877 △79,074 94,802

   その他  △947 10,137 11,085

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △893,357 △2,925,540 △2,032,183
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前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

比較増減 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

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  3,300 530,200 526,900

   長期借入れによる収入  839,000 2,395,000 1,556,000

   長期借入金の返済による支出  △762,668 △1,341,017 △578,348

   割賦購入未払金の返済による支出  △254,028 △160,052 93,975

   新株の発行による収入  ― 197,944 197,944

   社債の発行による収入  146,005 567,482 421,476

   社債の償還による支出  △100,000 △121,000 △21,000

   新株予約権の行使による収入  474,542 198,882 △275,659

   その他  △9 △242 △233

  財務活動によるキャッシュ・フロー  346,142 2,267,196 1,921,054

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △313,969 △323,968 △9,998

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,634,615 1,320,645 △313,969

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増額 

 ― 277 277

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,320,645 996,954 △323,690
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数      ２社
連結子会社の名称 
 ㈱プライム・リンク 
 ㈱フーディアム・インターナショナル
上記のうち、㈱フーディアム・インター
ナショナルについては、平成18年８月31
日の株式の取得に伴い、当連結会計年度
より連結子会社となっております。な
お、中間期末日をみなし取得日としたた
め、貸借対照表と下期の損益計算書を連
結しております。 

（1）連結子会社の数      ４社 
連結子会社の名称 
 ㈱プライム・リンク 
 ㈱フーディアム・インターナショナル
 ㈱ゲンジフーズ（平成19年６月18日に

㈲山桜開発から商号変更しておりま
す。） 

 ㈱とり鉄 
上記のうち、㈱ゲンジフーズについて
は、平成19年７月１日の㈱オリジンフー
ズの一部事業譲受けにより重要性が増し
たため、当連結会計年度において連結の
範囲に含めております。 
また、㈱とり鉄については、平成19年８
月31日の株式の取得に伴い、当連結会計
年度より連結子会社となっております。
なお、中間期末日をみなし取得日とした
ため、貸借対照表と下期の損益計算書を
連結しております。 

 （2）非連結子会社の名称等 
非連結子会社の名称 
 ㈲山桜開発 
平成18年６月14日に株式を取得しており
ます。 
（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社１社は、小規模であり、合
計の総資産、売上高、当期純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見
合う額）等は、いずれも連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていないためであり
ます。 

（2）非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事
項 

持分法を適用していない非連結子会社
（㈲山桜開発）は、当期純損益（持分に
見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法の適用から除
いても連結財務諸表に重要な影響を及ぼ
していないため、持分法の適用範囲から
除外しております。 

該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は
連結決算日と一致しております。 

同左 

４．株式移転に伴う連結財務
諸表上の会計処理に関す
る事項 

㈱プライム・リンクは平成19年１月12日
に株式移転により、完全親会社となる㈱
アスラポート・ダイニングを設立いたし
ました。当該株式移転については、企業
結合に係る会計基準（｢企業結合に係る
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18年12月22日）に
基づき、共通支配下の取引として連結財
務諸表上の会計処理を行っております。

―――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

５．会計処理基準に関する事
項 

  

（1）重要な資産の評価基準
及び評価方法 

 

イ 有価証券 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     連結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） 

イ 有価証券 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 

同左 

     時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 
同左 

    子会社株式 
    移動平均法による原価法 

   ―――――― 
 

 ロ デリバティブ 
   時価法 

ロ デリバティブ 
同左 

 ハ たな卸資産 
  商品、貯蔵品 
   終仕入原価法 

ハ たな卸資産 
  商品、貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

イ 有形固定資産 
  定率法によっております。 
  なお、子会社のうち㈱フーディア

ム・インターナショナルは、定額法
によっております。 

  主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。 

   建物及び構築物 
    ２年～42年 
   機械装置及び運搬具・工具器具備
   品 
    ２年～15年 

イ 有形固定資産 
  定率法によっております。 
  なお、一部の連結子会社は、定額法

によっております。 
  主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 
   建物及び構築物 
    ２年～42年 
   機械装置及び運搬具・工具器具備

品 
    ２年～15年 
  （会計方針の変更） 
   連結子会社は法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19
年４月１日以降に取得した有形固
定資産について、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、この変更に伴う営業利益、
経常利益、税金等調整前当期純利
益に与える影響は軽微でありま
す。 

   また、セグメント情報に与える影
響は、当該箇所に記載しておりま
す。 

  （追加情報） 
   連結子会社は法人税法の改正に伴

い、平成19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
した連結会計年度の翌連結会計年
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、税金等調整前当期純利益に
与える影響は軽微であります。 

（2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

ロ 無形固定資産 
  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっておりま
す。 

ロ 無形固定資産 
同左 

（3）重要な引当金の計上基
準 

イ 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勘案
し、回収不能見積額を計上しており
ます。 

イ 貸倒引当金 
同左 

 ロ 賞与引当金 
  一部の連結子会社は従業員に対して

支給する賞与の支出に充てるため、
将来の支給見込額のうち当連結会計
年度の負担額を計上しております。

ロ 賞与引当金 
同左 

 ハ 退職給付引当金 
  一部の連結子会社は、従業員の退職

金の支給に備えるため、当連結会計
年度末における退職給付債務に基づ
き計上しております。 

ハ 退職給付引当金 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（4）重要なリース取引の処
理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。 

同左 

（5）重要なヘッジ会計の方
法 

イ ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 
  金利スワップについて特例処理の条

件を満たしている場合には特例処理
を採用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 
同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方
針 

  内部規程に基づき、金利変動リスク
をヘッジしております。 

  ヘッジ手段  金利スワップ 
  ヘッジ対象  借入金 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方
針 

同左 

 ハ ヘッジ有効性評価の方法 
  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計を比較し、そ
の変動額の比率によって有効性を評
価しております。 

  但し、特例処理によっている金利ス
ワップについては、有効性の評価を
省略しております。 

ハ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

（6）その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

イ 消費税等の会計処理 
  税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 
同左 

 ロ ―――――― ロ 連結納税制度の適用 
  当連結会計年度から連結納税制度を

適用しております。 

６．繰延資産の処理方法 （1）創立費 
   支出時に全額費用処理しておりま

す。 

（1） ―――――― 
 

 （2） ―――――― 
 

（2）株式交付費 
   支出時に全額費用処理しておりま

す。 
 （3） ―――――― 

 
（3）社債発行費 
   支出時に全額費用処理しておりま

す。 

７．連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい
ては、全面時価評価法を採用しておりま
す。 

同左 

８．のれんの償却に関する事
項 

のれんの償却については、10年間の定額
法により償却を行っております。 

同左 

９．連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない取
得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっております。 

同左 

 
 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

――――― （連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「金利ス

ワップ評価益」（当連結会計年度は2,568千円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま
す。 

 
投資その他の資産・その
他 

3,000千円
 

※１． ―――――― 
 

 
※２．担保資産及び担保付債務 
   １年以内返済長期借入金（151,288千円）及び長

期借入金（241,334千円）の担保として下記資産
を供しております。 

 
建物 2,678千円
土地 66,070千円

 計 68,749千円 

 
※２．担保資産及び担保付債務 
   短期借入金（16,000千円）、１年以内返済長期借

入金（399,472千円）及び長期借入金（1,412,112
千円）の担保として下記資産を供しております。

 
定期預金 100,000千円
建物 54,559千円
土地 239,138千円

 計 393,698千円 
 
※３． ―――――― 

 
※３．財務制限条項 

   連結子会社である㈱ゲンジフーズ（以下、「借入

人」とする。）が取引銀行と平成19年６月27日付

で締結した金銭消費貸借契約（当初借入元金

1,433,000千円、当連結会計年度末残高1,323,000

千円（１年以内返済予定長期借入金220,000千

円、長期借入金1,103,000千円））には、下記の

財務制限条項が付されております。 

   借入人は、本契約締結日以降の平成21年３月期以

降の各決算期末において、以下の各号の条件を遵

守することを確約しております。 

   （1）借入人の連結ベースで、総借入金の金額／

EBITDAの値を5.0以下に維持すること。 

   （2）借入人の連結ベースで、（フリーキャッシュ

フロー＋当該期の７月以降翌期の６月末まで

の増資額又は劣後ローン借入額）／（総借入

金の支払利息（但し、劣後ローンの元加利息

を除く。））の値を2.0以上に維持するこ

と。 

   （3）借入人の連結ベースで、（フリーキャッシュ

フロー＋当該期の７月以降翌期の６月末まで

の増資額又は劣後ローン借入額）／（本契約

の約定返済額＋総借入金の支払利息（但し、

劣後ローンの元加利息を除く。））の値を

1.05以上に維持にすること。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．固定資産売却益の主な内訳は次のとおりでありま
す。 

 
建物及び構築物 6,000千円 

※１．固定資産売却益の主な内訳は次のとおりでありま
す。 

 
機械装置及び運搬具 717千円 

 
※２．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物及び構築物 142千円 

 
※２． ―――――― 
 
 

 
※３．減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

地域 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

東北 直営店舗 建物等 56,032

関東 直営店舗 建物等 60,139

近畿 直営店舗 建物等 35,384

その他 直営店舗 建物等 7,485

合計 159,041

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗を基本単位として、また賃貸

資産等については物件単位毎にグルーピングして

おります。 

   営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る賃貸資産及び将来使用する見込みが無くなった

権利金等について、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（159,041千円）

として特別損失に計上しております。その内訳

は、建物及び構築物120,015千円、機械装置及び

運搬具6,200千円、工具器具備品7,015千円、長期

前払費用1,938千円、リース資産23,870千円であ

ります。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、対象資産全てについて、正味売却価額を

零として評価しております。 

 
※３．減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

地域 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

近畿 
直営店舗

転貸店舗
建物等 48,305

合計 48,305

   当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗を基本単位として、また賃貸

資産等については物件単位毎にグルーピングして

おります。 

   営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る賃貸資産及び将来使用する見込みが無くなった

権利金等について、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（48,305千円）と

して特別損失に計上しております。その内訳は、

建物及び構築物41,233千円、工具器具備品4,041

千円、リース資産3,029千円であります。 

   なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、対象資産全てについて、正味売却価額を

零として評価しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 １．発行済株式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 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式数     

 普通株式（注）１、２ 103,423.67 13,070.00 0.67 116,493.00 

合計 103,423.67 13,070.00 0.67 116,493.00 

自己株式     

 普通株式（注）２ 24.67 ― 0.67 24.00 

合計 24.67 ― 0.67 24.00 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加13,070株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ２．普通株式の発行済株式総数及び自己株式の減少0.67株は、自己株式の消却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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 
平成19年１月12日

（注） 
普通株式 ― 5,440 5,440 200

平成18年１月５日

（注） 
普通株式 18,517 ―

《5,447》

〔13,070〕
― ―

連結子会社 ストックオプショ

ンとしての新株予

約権 

普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

（注）当連結会計年度減少の〔 〕は、新株予約権の権利行使によるものであります。《 》は、平成 18 年 12 月

８日開催の㈱プライム・リンク臨時株主総会において株式移転が承認され、当社（提出会社）の平成 19 年

１月 12 日決議の新株予約権に承継されたものであります。 

 

 ３．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 
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 当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式数     

 普通株式（注） 116,493 10,341 ― 126,834 

合計 116,493 10,341 ― 126,834 

自己株式     

 普通株式 24 ― ― 24 

合計 24 ― ― 24 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 10,341 株は、第三者割当による増加 4,901 株、新株予約権の権利行使に

よる増加 5,440 株であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 
平成19年１月12日

（注） 
普通株式 5,440 ― 5,440 ― ―

（注）当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

 

 ３．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在）
現金及び預金勘定 1,323,446千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△2,801千円

 現金及び現金同等物 1,320,645千円

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）
現金及び預金勘定 1,111,554千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△114,600千円

 現金及び現金同等物 996,954千円

 
※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 
流動資産 280,500千円
固定資産 782,504千円

のれん 757,466千円

流動負債 △747,611千円

固定負債 △247,285千円

少数株主持分 △19,475千円

㈱フーディアム・インターナ
ショナル社株式の取得価額 

806,100千円

㈱フーディアム・インターナ
ショナル社現金及び現金同等
物 

175,284千円

差引：㈱フーディアム・イン
ターナショナル社取得
のための支出 

630,815千円

 

 
※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 
流動資産 282,805千円
固定資産 388,185千円

のれん 441,348千円

流動負債 △225,268千円

固定負債 △112,962千円

㈱とり鉄社株式の取得価額 774,110千円

㈱とり鉄社現金及び現金同等
物 

81,278千円

差引：㈱とり鉄社取得のため
の支出 

692,831千円
 

 
※３． ―――――― 

 
※３．当連結会計年度に営業の譲受けにより増加した㈱

ゲンジフーズの資産及び負債の主な内訳 
流動資産 91,623千円
固定資産 1,808,466千円

 資産合計 1,900,089千円

流動負債 △44,143千円

固定負債 △19,224千円

 負債合計 △63,367千円  
 

 

（リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結

合等関係、税効果会計関係、関連当事者との取引） 

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。 
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（セグメント情報） 

 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 
店舗運営事業 

（千円） 

フランチャイ

ズ事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

 売上高   

（1）外部顧客に対す

る売上高 
3,347,266 2,810,489 589,453 6,747,209 ― 6,747,209

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

― ― 8 8 △8 ―

  計 3,347,266 2,810,489 589,461 6,747,217 △8 6,747,209

 営業費用 3,255,460 1,883,018 672,716 5,811,194 711,198 6,522,393

 営業利益 91,806 927,471 △83,254 936,023 △711,206 224,816

Ⅱ資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

 資産 1,368,463 743,731 229,997 2,342,193 2,396,061 4,738,255

 減価償却費 115,768 77,154 23,612 216,535 26,201 242,736

 資本的支出 179,171 ― 2,339 181,510 12,776 194,287

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 
店舗運営事業 

（千円） 

フランチャイ

ズ事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

 売上高   

（1）外部顧客に対す

る売上高 
6,149,887 3,965,520 770,314 10,885,722 ― 10,885,722

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

― 709,411 823 710,235 △710,235 ―

  計 6,149,887 4,674,932 771,138 11,595,957 △710,235 10,885,722

 営業費用 5,908,931 3,745,281 857,840 10,512,053 112,688 10,624,741

 営業利益 240,955 929,650 △86,702 1,083,903 △822,923 260,980

Ⅱ資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

 資産 3,744,867 1,683,100 638,456 6,066,424 1,742,106 7,808,531

 減価償却費 240,054 61,792 31,625 333,472 29,238 362,711

 減損損失 41,140 ― 7,164 48,305 ― 48,305

 資本的支出 147,739 19,060 190,680 357,479 37,024 394,503

（注）１．事業は内部管理上採用している区分によっております。 
   ２．各区分に属する主要事業 

事業区分 主な事業内容 

店舗運営 直営店舗の運営 

フランチャイズ フランチャイズ本部の運営 

その他 
フランチャイズ加盟店及び一般飲食店への販売促進コンサルティング、飲食店舗転

貸及び店舗開発 

   ３．「消去又は全社」に含めた金額及び内容は次のとおりであります。 

 前連結会計年度

（千円） 

当連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
711,206 822,923

親会社及び一部子会社の管理部門

に係る費用であります。 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 
2,396,061 1,742,106

戦略的事業展開において推進中の

Ｍ＆Ａ資金（現預金）及び管理部

門に係る資産であります。 
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   ４．会計方針の変更 
・当連結会計年度 
（減価償却の方法） 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」５．(2)イに記載のとおり、当連結会計年度より、

法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産ついては、改正後の法人税法に規
定する減価償却の方法によっております。なお、この変更に伴うセグメント別の営業利益に与える影響は
軽微であります。 

   ５．営業費用及び全社資産の配賦方法の変更 
・当連結会計年度 
前連結会計年度ではのれん償却費については、配賦不能営業費用として消去又は全社に含めて表示して

おりましたが、Ｍ＆Ａを積極的に推進した結果、金額的に重要性が増してきたため、各セグメントに配賦
する方法へ変更しております。この変更に伴い、「消去又は全社」の項目に含めていた資産についても、
各セグメントに含めることに変更しております。 
この変更により、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の「店舗運営事

業」は、営業費用が108,665千円増加し、営業利益が同額減少し、「フランチャイズ事業」は、営業費用が
56,297千円増加し、営業利益が同額減少しております。また、「消去及び全社」は、営業費用が164,963千
円減少し、営業利益が同額増加しております。「店舗運営事業」の資産は、1,107,892千円、「フランチャ
イズ事業」の資産は、786,265千円増加し、「消去及び全社」の資産は、1,894,158千円減少しておりま
す。 
なお、従来の方法によった場合は以下のとおりであります。 
 

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 
店舗運営事業 

（千円） 

フランチャイ

ズ事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

 売上高   

（1）外部顧客に対す

る売上高 
6,149,887 3,965,520 770,314 10,885,722 ― 10,885,722

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

― 709,411 823 710,235 △710,235 ―

  計 6,149,887 4,674,932 771,138 11,595,957 △710,235 10,885,722

 営業費用 5,800,266 3,688,983 857,840 10,347,090 277,651 10,624,741

 営業利益 349,621 985,948 △86,702 1,248,867 △987,886 260,980

Ⅱ資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

 資産 2,636,974 896,834 638,456 4,172,266 3,636,264 7,808,531

 減価償却費 240,054 61,792 31,625 333,472 29,238 362,711

 減損損失 41,140 ― 7,164 48,305 ― 48,305

 資本的支出 147,739 19,060 190,680 357,479 37,024 394,503

 

 

所在地別セグメント情報 

   前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

 

海外売上高 

   前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 5,091 円 13 銭

１株当たり当期純利益金額 310 円 69 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
306 円 25 銭

 

１株当たり純資産額 8,865 円 07 銭

１株当たり当期純利益金額 1,113 円 86 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
1,109 円 03 銭

 
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 615,544 1,163,390 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 22,586 39,211 

 (うち新株予約権) （ 200） （―）

 (うち少数株主持分) （ 22,386） （ 39,211）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 592,958 1,124,179 

期末の普通株式の数（株） 116,469 126,810 

   ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとお

りであります。 

 前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 35,284 135,186 

 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） 35,284 135,186 

 期中平均株式数（株） 113,568 121,367 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

  (うち支払利息(税額相当額控除後)) （―） （―）

 普通株式増加数（株） 1,645 528 

  (うち転換社債型新株予約権付社債) （―） （―）

  (うち新株予約権) （ 1,645） （ 528）

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 
平成14年６月27日決議 
(新株予約権の数 ―個)

平成15年６月26日決議 
(新株予約権の数 ―個)

平成16年６月24日決議 
(新株予約権の数 ―個)

平成18年４月21日決議 
(新株予約権の数 ―個)

該当事項はありません。 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（重要な営業の譲受） 
当社子会社の㈲山桜開発（平成19年６月18日に㈱ゲン
ジフーズに商号変更しております。）は㈱オリジンフ
ーズとの間で、飲食店事業及びフランチャイズ事業の
一部の譲受けに関し、平成19年５月31日付けで事業譲
渡契約書を締結いたしました。 

 

―――――― 

 １．目的 
新たな業態ポートフォリオの構築に㈱オリジンフ
ーズの持つ強みと、当社の有する飲食ビジネスと
フランチャイズ本部機能における強みをかけ合わ
せることで、譲り受けるブランド（業態）の成長
を促進することであります。 
 

 

 ２．譲り受ける相手会社の名称 
㈱オリジンフーズ 
 

 

 ３．譲り受ける事業の内容 
飲食店事業及びフランチャイズ事業の一部 
 

 

 ４．譲り受ける資産・負債の額 

資  産 負  債 

項目 
金額 

(百万円)
項目 

金額 
(百万円)

流動資産 106 流動負債 19

固定資産 965 固定負債 14

繰延資産 3 ― ―

合計 1,075 合計 33 

 

 ５．譲受の時期 
平成19年５月31日 事業譲渡契約書締結 
平成19年７月１日 事業譲受日（予定） 
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前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

（重要な新株の発行） 
当社は、平成19年６月13日（午後）開催の当社取締役
会において第三者割当による新株式発行に関して決議
いたしました。当該新株発行の内容は下記のとおりで
あります。 

 

―――――― 

 １．その旨 
短・中期的な事業計画を確実に達成し、企業価値
を向上させるためには、特にM&Aや事業提携による
事業拡大が重要課題であると認識しております。
昨今の外食を取り巻く環境の厳しさや後継者不足
等を反映して多数存在する案件に対して詳細な調
査を行い、グループ戦略上有意義であると判断し
た事業については、時を逃さず速やかに獲得する
ことのできる経営基盤を作るため、健全な財務体
質作りおよび資金調達に取り組んでおります。こ
のたびの第三者割当増資は、そのような財務戦略
の一環と位置づけております。 

 

 

 ２．募集等の方法 
第三者割当の方法によります。 

 

 

 ３．(1) 発行する株式の種類及び数 
  普通株式 4,901株 
(2) 発行価格 
  １株につき金40,806円 
(3) 発行総額 
  199,990,206円 
(4) 発行額のうち資本へ組入れる額 
  99,995,103円 

 

 

 ４．発行のスケジュール 

平成19年６月13日 新株式発行取締役会決議 

平成19年６月13日 有価証券届出書提出 

平成19年６月29日 有価証券届出書効力発生日 

平成19年６月29日 申込期日 

平成19年６月29日 払込期日  

 

 
 ５．新株の配当起算日 
   平成 19 年４月１日 
 

 

 ６．資金の使途 
今回の第三者割当増資による手取り概算額197百万
円につきましては、戦略的事業展開において推進
中のＭ＆Ａ関連費用に全額充当する予定です。 
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５．財務諸表等 

(1) 財務諸表 

①貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  670,020 203,214  △466,805

２．関係会社売掛金  6,300 9,975  3,675

３．前払費用  2,585 9,666  7,081

４．１年以内回収予定関
係会社長期貸付金 

 ― 12,000  12,000

５．未収入金 ※３ ― 181,332  181,332

６．その他 ※３ 6,783 10,000  3,216

流動資産合計  685,689 32.2 426,188 12.5 △259,500

Ⅱ 固定資産    

１．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  ― 16,501  16,501

無形固定資産合計  ― ― 16,501 0.5 16,501

２．投資その他の資産    

(1) 関係会社株式 ※１ 1,441,105 2,925,215  1,484,110

(2) 関係会社長期貸付
金 

 ― 48,000  48,000

(3) その他  116 38  △77

投資その他の資産合
計 

 1,441,221 67.8 2,973,254 87.0 1,532,032

固定資産合計  1,441,221 67.8 2,989,755 87.5 1,548,534

資産合計  2,126,911 100.0 3,415,944 100.0 1,289,033

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  ― 330,000  330,000

２．関係会社短期借入金  125,000 245,000  120,000

３．１年以内償還予定社
債 

 100,000 216,000  116,000

４．１年以内返済予定長
期借入金 

 697,368 378,200  △319,168

５．未払金 ※３ 8,622 67,928  59,306

６．未払費用 ※３ 3,824 6,871  3,046

７．未払法人税等  82 7,659  7,577

８．その他  614 11,929  11,314

流動負債合計  935,512 44.0 1,263,589 37.0 328,077

Ⅱ 固定負債    

１．社債  250,000 614,000  364,000

２．長期借入金  259,848 348,800  88,952

３．その他  7,884 10,682  2,798

固定負債合計  517,732 24.3 973,482 28.5 455,750

負債合計  1,453,244 68.3 2,237,072 65.5 783,827
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  300,000 14.1 499,536 14.6 199,536

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 199,536   

(2) その他資本剰余金  369,905 369,663   

資本剰余金合計  369,905 17.4 569,199 16.7 199,294

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  4,989 111,565   

利益剰余金合計  4,989 0.2 111,565 3.2 106,575

４．自己株式  △1,428 △0.0 △1,428 △0.0 ―

株主資本合計  673,466 31.7 1,178,872 34.5 505,406

Ⅱ 新株予約権  200 0.0 ― ― △200

純資産合計  673,666 31.7 1,178,872 34.5 505,206

負債純資産合計  2,126,911 100.0 3,415,944 100.0 1,289,033
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②損益計算書 

  当事業年度 
（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 
比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額 
（千円）

Ⅰ 営業収益    

１．関係会社受取配当金  31,716 80,846   

２．関係会社経営管理料  18,000 49,716 100.0 297,000 377,846 100.0 328,129

Ⅱ 販売費及び一般管理費    

１．販売促進費  ― 73,530   

２．役員報酬  13,120 51,816   

３．役員賞与  ― 1,487   

４．給料  ― 45,607   

５．支払手数料  2,641 56,849   

６．その他  1,516 17,278 34.8 40,490 269,782 71.4 252,504

営業利益  32,437 65.2 108,063 28.6 75,625

Ⅲ 営業外収益    

１．受取利息 ※１ ― 1,915   

２．金利スワップ評価益  ― 2,568   

３．雑収入  0 0 0.0 391 4,875 1.3 4,875

Ⅳ 営業外費用    

１．支払利息 ※１ 2,025 49,597   

２．社債利息  129 2,795   

３．創立費  17,091 ―   

４．株式交付費  ― 2,045   

５．社債発行費  ― 12,517   

６．金利スワップ評価損  7,884 ―   

７．雑損失  269 27,400 55.1 4,654 71,611 19.0 44,211

経常利益  5,037 10.1 41,327 10.9 36,289

Ⅴ 特別利益    

１．受取手数料  ― ― ― 95,238 95,238 25.2 95,238

Ⅵ 特別損失    

１．企業買収費用  ― ― ― 7,518 7,518 1.9 7,518

税引前当期純利益  5,037 10.1 129,046 34.2 124,009

法人税、住民税及び
事業税 

 48 48 0.1 22,471 22,471 6.0 22,423

当期純利益  4,989 10.0 106,575 28.2 101,586
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③株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成 19 年１月 12 日 至平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金
 

資本金 その他資

本剰余金 

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金

利益剰余

金合計

自己株式
株主資本 

合 計 

新 株 

予約権 

純資産

合 計

平成19年１月12日 

残高   （千円） 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動

額 
   

株式移転による

設立 
300,000 369,905 369,905 ― ― ― 669,905 ― 669,905

当期純利益 ― ― ― 4,989 4,989 ― 4,989 ― 4,989

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △1,428 △1,428 ― △1,428

株主資本以外の

項目の事業年度

中の変動額 

（純額） 

― ― ― ― ― ― ― 200 200

事業年度中の変動

額合計  （千円） 
300,000 369,905 369,905 4,989 4,989 △1,428 673,466 200 673,666

平成19年３月31日 

残高   （千円） 
300,000 369,905 369,905 4,989 4,989 △1,428 673,466 200 673,666
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当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰 余 金 
 

資 本 金 
資本準備金

そ の 他

資本剰余金

資本剰余金

合 計 繰越利益 

剰 余 金 

利益剰余金

合 計 

平成19年３月31日残高 

（千円）
300,000 ― 369,905 369,905 4,989 4,989

事業年度中の変動額   

新株の発行 199,536 199,536 ― 199,536 ― ―

当期純利益 ― ― ― ― 106,575 106,575

新株予約権の行使によ

る端数処理 
― ― △242 △242 ― ―

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）
199,536 199,536 △242 199,294 106,575 106,575

平成20年３月31日残高 

（千円）
499,536 199,536 369,663 569,199 111,565 111,565

 

株主資本 

 
自己株式 

株主資本 

合 計 

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日残高 

（千円）
△1,428 673,466 200 673,666

事業年度中の変動額  

新株の発行 ― 399,072 ― 399,072

当期純利益 ― 106,575 ― 106,575

新株予約権の行使によ

る端数処理 
― △242 ― △242

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 

（純額） 

― ― △200 △200

事業年度中の変動額合計 

（千円）
― 505,406 △200 505,206

平成20年３月31日残高 

（千円）
△1,428 1,1748,872 ― 1,178,872
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年１月12日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及
び評価方法 

子会社株式 
移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

２．デリバティブ等の評価
基準及び評価方法 

デリバティブ 
時価法 

デリバティブ 

同左 

３．固定資産の減価償却の
方法 

 ――――― 無形固定資産 
 自社利用のソフトウェアについては、社
内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法によっております。 

４．繰延資産の処理方法 
 

(1) 創立費 
支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(1) ――――― 

 (2) ――――― (2) 株式交付費 
支出時に全額費用処理しておりま

す。 
 (3) ――――― (3) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しておりま
す。 

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

金利スワップについて特例処理の条

件を充たしている場合には特例処理を

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、ヘッジ方針
内部規程に基づき、金利変動リスク

をヘッジしております。 
ヘッジ手段  金利スワップ 
ヘッジ対象  借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針
同左 

 (3) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計を比較し、その変動
額の比率によって有効性を評価してお
ります。 

但し、特例処理によっている金利ス
ワップについては、有効性の評価を省
略しております。 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(1) 消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

６．その他財務諸表作成の
ための基本となる重要な
事項 (2) ――――― (2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を適用
しております。 

 
 

表示方法の変更 

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

――――― （貸借対照表） 

前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、当期において、資産の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しております。 

なお、前期末の「未収入金」は6,783千円でありま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

※１． ――――― ※１．担保資産及び担保付偶発債務 
   ㈱ゲンジフーズについて金融機関からの１年以内

返済予定長期借入金（220,000千円）及び長期借入
金（1,103,000千円）の担保として下記資産を供し
ております。 
 関係会社株式 713,000千円 

 
 ２． ――――― 

 
 ２．偶発債務 
   当社の連結子会社の借入に対する債務保証（連帯

保証）は次のとおりであります。 

 ㈱プライム・リンク 136,000千円 
 

※３．関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおり

であります。 

 流動資産・その他 725千円

 未払費用 22千円
  

 

※３．関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおり

であります。 

 未収入金 18,124千円

 未払金 35,677千円
  

 
 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

※１．関係会社との取引は次のとおりであります。 

 支払利息 22千円
  

※１．関係会社との取引は次のとおりであります。 

 受取利息 151千円

 支払利息 7,217千円 
 
 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成19年１月12日 至平成19年３月31日） 

   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） 

 普通株式（注） ― 24 ― 24 

合計 ― 24 ― 24 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加24株は、㈱プライム・リンクからの配当の受取りによるものでありま

す。 
 

当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

   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） 

 普通株式（注） 24 ― ― 24 

合計 24 ― ― 24 

 
 

 


