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１．平成20年５月期の業績（平成19年５月16日～平成20年５月15日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期 13,456 6.5 770 △9.9 801 △5.0 397 △10.4

19年５月期 12,630 12.6 854 16.3 844 11.3 443 13.5

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５月期 2,737 47 ―  16.0 16.7 5.7

19年５月期 3,221 92 ―  23.2 20.5 6.8

（参考）持分法投資損益 20年５月期 0百万円 19年５月期 0百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年５月期 5,015 2,664 53.1 18,353 63

19年５月期 4,591 2,306 50.2 15,887 54

（参考）自己資本 20年５月期 2,664百万円 19年５月期 2,306百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年５月期 723 △703 △193 1,718

19年５月期 735 △118 351 1,892

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年５月期 ― ― ― ― ― ― 270 00 270 00 39 8.3 2.0

20年５月期 0 00 0 00 0 00 270 00 270 00 39 9.9 1.6

21年５月期（予想） ― ― ― ― ― ― 270 00 270 00 － 9.6 －

３．平成21年５月期の業績予想（平成20年５月16日～平成21年５月15日）

（％表示は、通期は対前期、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 7,200 8.7 380 △19.3 400 △17.6 190 △22.8 1,308 75

通期 15,000 11.5 820 6.5 850 6.0 410 3.2 2,824 15
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

　詳細は、20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） 20年５月期 145,180株 19年５月期 145,180株

②　期末自己株式数 20年５月期 4株 19年５月期 ― 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26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

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に

関するの分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に起因する米国経済の減速、株式市場の低迷、円高

等の影響を受け、景気回復は足踏み状態に入っております。

そのような経済環境の中、外食産業においては、ガソリン価格高騰をはじめとした日用品の値上げにより、消費者の

節約志向が高まり、外食機会を控える風潮の中、食品の偽装・不正表示に加え、中国製冷凍餃子の中毒事件等、お客

様の信頼を損なう不祥事が相次ぎ、『食の安全』『品質』及び『サービス』に対する消費者の関心度合が一層強まり、

業界全体において企業の取り組み姿勢が注目されています。

　このような状況の中、当社は経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の

使命と致します。」を徹底し、売上の増大と利益の向上に努めてまいりました。

　さらに、当社では衛生管理の継続的強化に取り組み、板橋東新町店（平成19年11月）及び綾瀬店（平成20年５月）

において東京都食品衛生自主管理認証を取得しました。

　販売促進・商品開発につきましては、鮮度とボリューム感をより一層向上させる付加価値の高い商品ならびに幅広

い世代層に対応するオリジナル商品を開発し定期的にイベントメニューとして提供いたしました。

　店舗開発につきましては、交通アクセス及び商圏人口から出店候補地を厳選し、引続き関東圏エリアにおけるドミ

ナント出店による店舗数拡大戦略を推進し、平成20年４月に神奈川県内第１号店として西橋本店（相模原市）を新規

に出店いたしました。その結果、当期末の店舗数は、新規出店８店舗、閉鎖２店舗により、５６店舗となりました。

　以上の結果、売上高１３４億５千６百万円（前年同期比６．５％増）、営業利益７億７千万円（同９．９％減）、

経常利益８億１百万円（同５．０％減）、当期純利益３億９千７百万円（同１０．４％減）となり、増収減益となり

ました。

（注）金額に消費税等は含まれておりません。

 

（次期の見通し）

　今後の経済情勢につきましては、原油・原材料価格の高騰や米国経済の景気後退等が懸念され、円高・ドル安、株

価市場の低迷といった先行きの不透明感から、堅調であったアジア向けの輸出や設備投資にも陰りが見え、厳しい経

営環境が続くものと予想されます。

　このような環境の下、将来への不安感から個人消費は冷え込み、外食産業における業態を超えた企業間競争はます

ます激化するものと予想されますが、当社は『さあ、おいしい舞台へ』を合言葉として、「すし銚子丸」にしかでき

ない商品開発及びサービスの提供をするとともに、来店動機を高めるために「飽きのこないイベントメニュー」を継

続的に企画してまいります。また、店舗開発につきましても引続き関東エリアにおけるドミナント出店による店舗数

拡大（新規出店目標１０店）を推進し、積極的な営業展開による売上増を目指し、収益の拡大に努めてまいります。

　次期の業績につきましては、売上高１５０億円、営業利益８億２千万円、経常利益８億５千万円、当期純利益４億

１千万円を予想しております。　

 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当事業年度末における流動資産の残高は25億23百万円（前事業年度末は24億12百万円）となり、前事業年度末に比

べて１億１千万円増加しました。これは、イベントメニューに備えてのエビ、カニ等の原材料の増加（71百万円から

１億67百万円へ96百万円の増）が主要因であります。    

　当事業年度末における固定資産の残高は24億92百万円（前事業年度末は21億79百万円）となり、前事業年度末に比

べて３億13百万円増加しました。これは、新規出店８店舗による建物等の有形固定資産の増加（10億９百万円から12

億22百万円へ２億12百万円の増）、差入保証金の増加（９億16百万円から９億60百万円へ43百万円の増）及び店舗賃

借仮勘定の増加（15百万円から72百万円へ57百万円の増）が主要因であります。

　（負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、19億82百万円（前事業年度末は17億68百万円）となり、前事業年度末に

比べて２億13百万円増加しました。これは、新規出店８店舗による買掛金債務の増加（６億36百万円から７億73百万

円へ１億37百万円の増）、出店による未払金債務の増加（５億45百万円から６億58百万円へ１億12百万円の増）、１

年内償還予定社債の増加（零から１億円へ１億円の増）及び１年以内返済予定の長期借入金の減少（１億54百万円か

ら47百万円へ１億６百万円の減）が主要因です。

　当事業年度末における固定負債の残高は、３億68百万円（前事業年度末は５億16百万円）となり、前事業年度末に

比べて１億47百万円減少しました。これは、長期借入金の減少（48百万から１百万円へ47百万円の減）及び社債の減

少（１億円から零へ1億円の減）が要因であります。
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　（純資産）

　当事業年度末における純資産の残高は26億64百万円（前事業年度末は23億６百万円）となり、前事業年度末に比べ

て３億57百万円増加しました。これは、当期純利益計上を主要因とする繰越利益剰余金の増加(17億52百万円から21億

11百万円へ３億58百万円の増)が大きな要因であります。

 

② 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の残高は、前事業年度末に比べて１億73百万円減少し、17億18百万円と

なりました。

　当事業年度における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

　（営業活動におけるキャッシュフロー）

　営業活動の結果によって得られた資金は、７億23百万円（前年同期比1.7%減）となりました。これは、税引前当期

純利益７億45百万円、減価償却費１億５千万円、仕入債務の増加１億37百万円による資金の増加及び法人税等の支払

額４億４百万円による資金の減少等によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動の結果使用した資金は、７億３百万円（前年同期比592.7%増）となりました。

これは、定期預金の預入による支出純額１億４千万円、有形固定資産取得による支出４億３百万円、差入保証金の差

入による支出が１億66百万円あったこと等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動の結果使用した資金は１億93百万円（前事業年度は得られた資金３億51百万円）となりました。これは長

期借入金の返済による支出１億54百万円及び配当金の支払による支出39百万円があったこと等によるものでありま

す。 

（参考）   

平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期 平成19年5月期 平成20年5月期

自己資本比率（％） 27.2 33.0 41.4 50.2 53.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － － 148.0 116.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ 0.6 0.6 0.4 0.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 144.8 99.3 134.0 151.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　（注３）有利子負債は貸借対照表に計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。

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当　

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

た配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

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

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

高め、市場ニーズに応える出店戦略の展開ならびに商品・店舗設備の更なる充実を図るための有効投資に務めてまい

る所存であります。

　次期平成21年５月期の配当金につきましては1株につき270円を想定しております。

　当社は、会社法第454条第５項に基づく中間配当制度を採用しております。

(4) 事業等のリスク

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

られる主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、

当社の有価証券に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われ
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る必要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書発表日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内

在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

① 当社の事業に影響を与える外的要因について

イ．競合他社との競争について

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

ます。

　このような状況の中で当社は、経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達

の使命と致します。」を徹底し、今後も競合他社との差別化に向けた諸施策を講じながら収益力の向上に努めてまい

る所存であります。しかしながら、今後、他の外食業者や中食業者を含めた競合他社との競争が更に激化した場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ロ．食材について

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

伴う当社仕入価格の変動や市場流通量の大幅な減少にともなう定番品目の欠品等が発生した場合、当社の業績は影響

を受ける場合があります。

  なお、「まぐろ」については、全世界的に漁獲高が減少傾向にあり、市場価格が継続的に上昇する事態も想定され

るものと考えております。当社では、「まぐろ」の仕入に関して、固定価格での長期契約の締結や仕入経路の多様化

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

期待どおりの効果を生む保証はありません。

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

可能性があります。

ハ．その他の外的要因について

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

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

可能性があります。

 

② 出店について

イ．出店戦略について

　当社は、平成20年６月30日現在、千葉県内に24店舗、東京都内に22店舗、埼玉県内に11店舗、神奈川県内に１店舗

を有しております。今後におきましても、当社はこれら四都県の地域のロードサイドを中心に、ドミナント方式によ

る出店を推進する方針であります。

　当社は、出店にあたって、出店候補地の周辺人口、近隣道路環境、敷地状況、競合店状況、および契約条件等の諸

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

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

出店条件に合致した物件がなく、計画通りの出店ができない場合や出店後に立地環境等に多大な変化が生じた場合、

当社の業績は影響を受ける可能性があります。

ロ．敷金・保証金等について

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

済的破綻等により敷金・保証金等の回収が不能となった場合や、当社の都合での賃貸借契約の中途解約により契約上

の返済条件の規定から敷金・保証金等を放棄せざるを得なくなった場合等には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

　③ 事業体制について

イ．代表者への依存について

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

役割を果たしており、当社の事業展開における同社長への依存度は高いものとなっております。当社では、他の取締

役に権限を委譲する等、社長に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、今後何らかの要因により、同氏の

業務執行が困難となった場合には当社の業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

ロ．人材の確保および育成について

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

な確保および育成が重要な課題となっております。過年度に複数名退職した幹部社員の確保及び本部組織の体制づく

りは着実に進行しており、会社財産としての「人財」の定着・活性化と当社の理念を実現する戦力化を推進するため

に、当社独自の研修・教育システムの充実および成果主義型人事評価制度の構築を推進しております。しかしながら、
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当社が想定している以上の退職者があった場合や新規出店を担う人材の確保および育成ができない場合には当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。

ハ．鮮魚の配送について

　当社では、水産物卸売市場の休業日を除き、早朝に水産物卸売市場で仕入れた鮮魚を、当日中に店舗で加工して提

供するために仕入および物流体制を構築しております。当社では、このような体制を具備していることが他社の回転

寿司店舗との差別化要因の一つであると考えており、今後こうした体制が維持継続できなくなった場合、当社の業績

は大きな影響を受ける可能性があります。また、これらの体制を維持するためには、水産物卸売市場から開店前に仕

入品を店舗に配送できることが前提となるため、出店用地の選定に制約が生じる場合があります。

ニ．仕入および物流関連業務の外部委託について

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

務を貨物自動車運送業等を営む株式会社加悦（本社所在地：千葉県習志野市、資本金：３百万円、代表取締役：加悦

征爾）に委託しております。同社とは１年更新の継続的な業務委託契約を締結しており、同社と当社との関係は良好

に推移しておりますが、将来、同社との契約の解除等に伴って当社が物流体制を再構築する必要が生じた場合、様々

なコストの発生等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

　④ 法的規制等について

イ．法的規制について

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

進に関する法律」（食品リサイクル法）等があります。この内、「食品衛生法」においては、飲食店を経営するにあ

たり厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の許可を受けなければならない旨が規定されています。今後、これ

らの法的規制が強化された場合、それに対応するための新たな費用の発生等により、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。

ロ．衛生管理について

　当社では、衛生管理を最重要経営管理項目として位置づけており、衛生管理部に衛生担当者を置き、各店舗の衛生

評価・教育ならびに外部の専門業者との連携による食材・調理器具の検体採取や従業員の検便検査等を定期的に実施

しております。さらに、その実施結果に基づく各店舗に対する衛生管理指導を行うなど全社的な衛生管理体制を整備

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

を取り扱う業態として、万が一、食中毒事件等が発生した場合には、企業としての存続そのものに重大な影響を及ぼ

す可能性があります。　また、同業他社による食中毒事件等が発生した場合におきましても、消費者による回転寿司

業界全体に対する不信感により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ハ．食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について

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

100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量および再

生利用を通じて平成24年度までに排出する食品廃棄物の再利用等の実施率を40％以上にすることが義務付けられてお

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

ておりますが、今後同法に関して追加的な対応が必要となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ニ．短時間労働者の雇用について

　厚生年金・健康保険の短時間労働者への適用拡大とともに、正社員並みの労働を行っている場合における賃金等の

差別的待遇の禁止を目的とした、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」等関連する法律の改正が検討さ

れております。

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

によって、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 

　⑤ 個人情報の管理について

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

報の管理に関しては万全を期しておりますが、何らかの理由で個人情報が漏洩した場合には、損害賠償請求の発生や

社会的信用の低下等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、同業他社の低価格均一回転寿司店との差別化を図るために、より上質の商品とサービ

スを複数価格帯にて提供するグルメ回転寿司業態として、「すし銚子丸」の店名にて直営店のみ

による多店舗展開を行っております。

［事業系統図］
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３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

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

よりよいサービス・より速く、をもって私達の真心を提供しお客様の感謝と喜びを頂く」という理念のもと、いわゆ

る「１００円寿司」との差別化をはかり、新鮮で良質なネタを使用し独創的なメニューを開発することによって、回

転寿司のカテゴリーにありながらも江戸前の立ち寿司に負けない高品質な寿司と、対面販売も取り入れた真心のこもっ

たサービスを提供することを基本方針としております。

 

(2) 目標とする経営指標

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

資産利益率）を経営指標として重視しています。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

　当社は、創業以来「お客様の感謝と喜びを頂く」ことを使命としており、この基本方針を継続するとともに、「２

０１０年８０店舗」の実現に向け、経営規模拡大に耐え得る体質強化を目的として、以下のとおりの中長期的経営戦

略を実践してまいります。

①店舗数拡大戦略の推進

　今後も幅広い地域の出店は考えず、現状の関東四都県での郊外型店舗出店を軸にドミナント出店を計画的に推進

する。

②採用教育システムの構築

　店舗の増加に適時対応できる柔軟性のある人材確保及び教育システムを構築し、当社の理念及び経営方針を十分

理解した「人財」を育成する。

③顧客嗜好重視の商品開発

　外食業界を取り巻く環境が引続き厳しい状況の中、お客様の価値観に主眼を置き、嗜好の変化に迅速・的確に対

応した商品・サービスを開発する。

 

(4) 会社の対処すべき課題

　個人消費が冷え込む中、当社の属する回転寿司業界は外食産業における業態を超えた企業間競争が激化し、市場を

取り巻く環境はますます厳しくなることが予想されます。

　このような状況の下、当社の対処すべき課題とその対処方策は以下のとおりです。

①店舗マネジメントの再構築

  「すし銚子丸」はグルメ回転寿司業界の旗手として、同業他社との差別化を図るため、高いスキルを有した職人

を正社員として各店舗に配備しており、今後は、個々の生産性を高めるために、技術・専門性に加え店舗マネジメ

ントを実践できる人財を数多く育成し、店舗体質の質的強化を推進する。

②人事制度の見直しと中間管理職の育成

  店舗の増加、経営規模の拡大にともない、当社の経営方針及び企業理念を十分理解し、これに沿った店舗運営が

できる店舗責任者及び、店舗責任者を適時に指導・教育及び改善策を模索できるエリアマネージャーの育成が急務

となり、技術・専門能力重視の人事制度から総合的・客観的な評価制度に見直すことにより、社員の意識の高揚及

び活性化を図るとともに、中間管理職の育成を推進する。

③ブランド優位性の確立

  当社は、「商品と価格」「外観・内装を含めた店の雰囲気」「接客とサービス」の店舗構成３大要素はもとより、

「鮮度の追求」「産地の新規開拓」「品質・素材の吟味」を徹底し、お客様の感謝と喜びを頂くことのできる「す

し銚子丸」ブランドの優位性を確立する。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、社内業務全般に関わる施策事項について、株主総会、取締役会、部長会議、稟議書等のいずれかの方法で

実施許可を得なければならない事としております。これらの社内業務を遂行する際は、各会議体及び稟議書等で権限

を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規程に定め、業務遂行責任と権限を明確にし、内

部統制が適正に行われるようにしております。

　その実施状況が適正・正確及び効率的に実施されているかを内部監査室が検証するとともに、その結果を速やかに

代表取締役社長に報告し、改善事項については代表取締役社長の承認の下、関係部署に説明・指導します。また、主

管部門と十分協議の上、当該事項に関わる規程の改定案を取締役会に上程し審議・改定しております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年5月15日）

当事業年度
（平成20年5月15日）

対前年比

区　分
注記
番号

金　額（千円）
構成比
（％）

金　額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.　現金及び預金 2,185,445 2,152,134  

2.　売掛金 2,274 2,455  

3.　原材料 71,739 167,915  

4.　貯蔵品 8,634 10,455  

5.　前払費用 38,676 47,262  

6.　繰延税金資産 67,163 86,202  

7.　未収入金 20,723 38,432  

8.　預け金 17,428 17,587  

9.　その他 142 682  

流動資産合計 2,412,230 52.5 2,523,127 50.3 110,897

Ⅱ　固定資産

1.有形固定資産

(1)　建物 1,099,408 1,246,489

減価償却累計額 347,850 751,558 400,730 845,758  

(2)　構築物 178,580 207,820

減価償却累計額 81,316 97,263 94,384 113,436  

(3)　車両運搬具 29,515 41,203

減価償却累計額 21,695 7,820 22,086 19,117  

(4)　工具器具備品 158,199 222,084

減価償却累計額 79,860 78,339 108,658 113,425  

(5)　土地 71,907 71,907  

(6)　建設仮勘定 3,085 58,568  

有形固定資産合計 1,009,974 22.0 1,222,214 24.4 212,240

2．無形固定資産

(1)　のれん 11,200 5,600  

(2)　ソフトウエア 3,433 4,264  

(3)　その他 3,905 5,443  

無形固定資産合計 18,538 0.4 15,308 0.3 △3,230
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前事業年度
（平成19年5月15日）

当事業年度
（平成20年5月15日）

対前年比

区　分
注記
番号

金　額（千円）
構成比
（％）

金　額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

3．投資その他の資産

(1)　投資有価証券 1,538 1,386  

(2)　出資金 130 140  

(3)　長期前払費用 49,005 46,157  

(4)　繰延税金資産 168,595 174,121  

(5)　差入保証金 916,332 960,289  

(6)　店舗賃借仮勘定 15,000 72,805  

投資その他の資産合計 1,150,600 25.1 1,254,900 25.0 104,299

固定資産合計 2,179,114 47.5 2,492,423 49.7 313,309

資産合計 4,591,344 100.0 5,015,551 100.0 424,206

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

1. 買掛金 636,019 773,637  

2. １年以内返済予定の長
期借入金

154,048 47,377  

3．１年内償還予定社債 － 100,000  

4. 未払金 545,468 658,090  

5. 未払法人税等 218,929 186,858  

6. 未払消費税等 64,046 41,243  

7. 前受金 24,609 39,145  

8. 預り金 49,263 50,567  

9. 前受収益 － 472  

10. 賞与引当金 67,200 73,800  

11．株主優待引当金 8,904 10,925  

流動負債合計 1,768,490 38.5 1,982,118 39.5 213,628

Ⅱ　固定負債

1.　社債 100,000 －  

2.　長期借入金 48,502 1,125  

3.　長期未払金 359,700 359,700  

4.　その他 8,100 8,100  

固定負債合計 516,302 11.2 368,925 7.4 △147,377

負債合計 2,284,792 49.8 2,351,043 46.9 66,251
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前事業年度
（平成19年5月15日）

当事業年度
（平成20年5月15日）

対前年比

区　分
注記
番号

金　額（千円）
構成比
（％）

金　額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

1.　資本金 315,950 6.9 315,950 6.3 －

2.　資本剰余金

(1)　資本準備金 236,829 236,829

　　資本剰余金合計 236,829 5.1 236,829 4.7 －

3.　利益剰余金

(1)　利益準備金 150 150

(2)　その他利益剰余金

　　別途積立金 150 150

繰越利益剰余金 1,752,878 2,111,100

　　利益剰余金合計 1,753,178 38.2 2,111,400 42.1 358,222

　4．自己株式 －  △176 △0.0 △176

株主資本合計 2,305,958 50.2 2,664,003 53.1 358,045

Ⅱ　評価・換算差額等

1.　その他有価証券評価差
額金

594  503   

評価・換算差額等合計 594 0.0 503 0.0 △90

純資産合計 2,306,552 50.2 2,664,507 53.1 357,955

負債純資産合計 4,591,344 100.0 5,015,551 100.0 424,207
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

対前年比

区　分
注記
番号

金　額（千円）
百分比
（％）

金　額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 12,630,554 100.0 13,456,551 100.0 825,997

Ⅱ　売上原価

1.　原材料期首たな卸高 59,976 71,739

2.　原材料仕入高 5,444,303 5,904,810

合　　　計 5,504,279 5,976,549

3.　原材料期末たな卸高 71,739 5,432,540 43.0 167,915 5,808,634 43.2 376,094

売上総利益 7,198,013 57.0 7,647,916 56.8 449,902

Ⅲ　販売費及び一般管理費

1.　給与手当 3,129,776 3,438,420

2.　広告宣伝費 158,066 134,103

3.　販売促進費 337,094 303,617

4.　役員報酬 194,150 158,856

5.　支払手数料 115,429 148,545

6.　法定・福利厚生費 314,074 378,965

7.　賞与引当金繰入額 67,200 73,800

8.　減価償却費 131,155 153,599

9.　地代家賃・賃借料 952,249 1,051,747

10.　水道光熱費 334,267 370,791

11.　租税公課 51,975 52,079

12.　備品・消耗品費 243,985 261,209

13.　衛生費 99,876 114,437

14.　株主優待引当金繰入
額

8,904 13,622

15.　その他 205,290 6,343,496 50.2 224,118 6,877,914 51.1 534,418

営業利益 854,517 6.8 770,002 5.7 △84,515
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前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

対前年比

区　分
注記
番号

金　額（千円）
百分比
（％）

金　額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 7,174 11,079

２．受取配当金 11 13

３．受取手数料 8,265 15,551

４．仕入割引 3,339 3,411

５．債務時効益 2,514 －

６．その他 3,456 24,761 0.2 10,422 40,478 0.3 15,716

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 4,250 3,736

２．社債利息 1,173 1,259

３．株式公開費用 25,106 －

４．株式交付費 2,612 －

５．社債発行費 1,109 －

６．現金過不足 － 1,385

７．その他 803 35,056 0.3 2,415 8,797 0.1 △26,259

経常利益 844,222 6.7 801,683 6.0 △42,539

Ⅵ 特別利益

１．固定資産売却益 ※１ － － － 379 379  379

Ⅶ 特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 2,439 39,490

２．減損損失 ※３ 33,643 36,082 0.3 17,342 56,833 0.4 20,750

税引前当期純利益 808,139 6.4 745,229 5.5 △62,910

法人税、住民税及び事業税 386,730 372,312

法人税等調整額 △22,185 364,545 2.9 △24,504 347,808 2.6 △16,737

当期純利益 443,594 3.5 397,421 3.0 △46,173
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年5月16日　至平成19年5月15日）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年５月15日残高（千円） 140,200 61,079 61,079 150 150 1,309,283 1,309,583 1,510,863

事業年度中の変動額         

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

当期純利益      443,594 443,594 443,594

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（千円） 175,750 175,750 175,750 － － 443,594 443,594 795,094

平成19年５月15日残高（千円） 315,950 236,829 236,829 150 150 1,752,878 1,753,178 2,305,958

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合計

平成18年５月15日残高（千円） 692 692 1,511,556

事業年度中の変動額    

新株の発行   351,500

当期純利益   443,594

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△97 △97 △97

事業年度中の変動額合計（千円） △97 △97 794,996

平成19年５月15日残高（千円） 594 594 2,306,552
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当事業年度（自平成19年5月16日　至平成20年5月15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

 

資本準備金
資本剰余
金合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年５月15日残高（千円） 315,950 236,829 236,829 150 150 1,752,878 1,753,178 － 2,305,958

事業年度中の変動額          

  剰余金の配当      △39,198 △39,198  △39,198

当期純利益      397,421 397,421  397,421

自己株式の取得        △176 △176

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）

－ － － － － 358,222 358,222 △176 358,045

平成20年５月15日残高（千円） 315,950 236,829 236,829 150 150 2,111,100 2,111,400 △176 2,664,003

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合計

平成19年５月15日残高（千円） 594 594 2,306,552

事業年度中の変動額    

  剰余金の配当   △39,198

当期純利益   397,421

自己株式の取得   △176

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△90 △90 △90

事業年度中の変動額合計
（千円）

△90 △90 357,955

平成20年５月15日残高（千円） 503 503 2,664,507
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

対前年比

区　　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益 808,139 745,229  

減価償却費 133,657 150,368  

減損損失 33,643 17,342  

のれん償却 5,600 5,600  

差入保証金と相殺した地
代家賃・賃借料

40,697 42,817  

賞与引当金の増加額 3,200 6,600  

受取利息及び受取配当金 △7,185 △11,092  

支払利息 4,250 3,736  

社債利息 1,173 1,259  

株式交付費 2,612 －  

社債発行費 1,109 －  

固定資産売却益 － △379  

固定資産除却損 2,439 39,490  

売上債権の増減額（増
加：△）

△383 △180  

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△13,002 △97,996  

仕入債務の増減額（減
少：△）

103,513 137,618  

未払消費税等の増減額
（減少：△）

－ △22,802  

その他 17,732 110,991  

　　　　　小計 1,137,199 1,128,603 △8,595

　　利息及び配当金の受取額 1,356 4,782  

利息の支払額 △5,490 △4,774  

法人税等の支払額 △397,127 △404,886  

　　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

735,937 723,725 △12,211
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前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

対前年比

区　　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入による支
出

△353,273 △433,500  

定期預金の払戻しによる
収入

463,210 293,252  

有形固定資産の取得によ
る支出

△160,535 △403,255  

無形固定資産の取得によ
る支出

△4,485 △3,267  

長期前払費用の取得によ
る支出

△472 △82  

差入保証金の差入による
支出

△65,108 △166,088  

差入保証金の返還による
収入

1,875 10,708  

その他 25 △1,628  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△118,764 △703,861 △585,096

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の借入れによ
る収入

200,000 －  

長期借入金の返済による
支出

△196,221 △154,048  

社債の発行による収入 98,890 －  

社債の償還による支出 △100,000 －  

株式の発行による収入 348,887 －  

自己株式の取得による支
出

－ △176  

配当金の支払額 － △39,198  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

351,557 △193,423 △544,980

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

968,729 △173,559 △1,142,288

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

923,463 1,892,193 968,729

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 1,892,193 1,718,634 △173,559
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

同左

時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

―――

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物（建物付属設備を除く）

①平成10年3月31日以前に取得したもの

　　旧定率法

②平成10年4月1日以降に取得したもの

旧定額法

③平成19年4月1日以降に取得したもの

定額法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物　　　　５～42年 

構築物　　　６～20年 

 （追加情報）

　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

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。

　これによる損益への影響は軽微であり

ます。

建物以外

①平成19年3月31日以前に取得したもの

　　旧定率法

②平成19年4月1日以降に取得したもの

　　定率法

　　建物　　　5～42年

　構築物　　6～20年

(2) 無形固定資産

　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(5

年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(1)　　　　　

　　　　　　　　―――

(2) 社債発行費

　　支出時に全額費用処理しております。

(2) 

　　　　　　　　―――
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項目
前事業年度

（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額のうち当期負

担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の

発生に備えるため翌期以降に利用され

る株主優待券に対する見積額を計上し

ております。

(3) 株主優待引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

　　　　　　　　 同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年5月16日

至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

（固定資産の減価償却の方法の変更）

  平成19年度の法人税法の改正（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年3月30日　法律第6号）及び（法人税法

施行令の1部を改正する政令　平成19年3月30日政令第83

号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したものについ

ては改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

　これに伴う損益への影響は軽微であります。

―――

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年 5月16日
至　平成19年 5月15日）

当事業年度
（自　平成19年 5月16日
至　平成20年 5月15日）

（貸借対照表）

前期において、「営業権」として掲記されていたものは、

当期から「のれん」と表示しております。

―――

(損益計算書)

前期まで、営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「仕入割引」および「債務時効益」は、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における「仕入割引」「債務時効益」の金額

は、2,952千円、1,391千円であります。

(損益計算書)

前期に、区分掲記しておりました「債務時効益」（当期

末残高874千円）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」に含めて表示するこ

とにしました。

前期まで、営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「現金過不足」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における「現金過不足」の金額は、452千円で

あります。

（キャッシュ・フロー計算書）

  前期において、「営業権償却」として掲記されていたも

のは、当期から「のれん償却」と表示しております。

（キャッシュ・フロー計算書）

　「未払消費税等の増減額」は前期は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。

　なお、前期の「その他」に含まれている「未払消費税等

の増減額」は△222千円であります。
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

※１　　　　　　　　　―――

 

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 379千円

計 379千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 1,847千円

車両運搬具 113千円

工具器具備品 478千円

計 2,439千円

建物 31,021千円

構築物 2,139千円

工具器具備品 2,160千円

解体撤去費用等 4,169千円

計 39,490千円

※３　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

※３　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

（１）減損損失を認識した主な資産 （１）減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

店舗等 建物

構築物

工具器具備品

リース資産

埼玉県(１店舗)

千葉県(１店舗)

用途 種類 場所

店舗等 建物

構築物

工具器具備品

無形固定資産

リース資産

埼玉県(１店舗)

（２）減損損失の認識に至った経緯

当初予定していた収益を見込めなくなったことによ

り、営業損益が継続してマイナスであり回復が見込

まれない資産グループについて減損損失を認識して

おります。

（２）減損損失の認識に至った経緯

同左

（３）減損損失の金額 （３）減損損失の金額

建物 21,692千円

構築物 2,833千円

工具器具備品 1,717千円

リース資産 7,400千円

合計 33,643千円

建物   9,026千円

構築物 3,114千円

工具器具備品      441千円

無形固定資産     1,060千円

リース資産     3,700千円

合計    17,342千円

（４）資産のグルーピングの方法

　当社は、主に店舗を最小単位として、グルーピン

グしております。

（４）資産のグルーピングの方法

同左

（５）回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、

転用可能な資産以外について売却可能性が見込めな

いため、零としております。

（５）回収可能価額の算定方法

同左
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年5月16日　至　平成19年5月15日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式　(注) 135 10 － 145

　合　　計 135 10 － 145

　(注)　普通株式の発行済株式総数の増加10千株の増加は一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株の発

行による増加であります。

２．配当に関する事項

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
一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月８日

定時株主総会
普通株式 39,198 利益剰余金 270 平成19年５月15日 平成19年８月９日

 

当事業年度（自　平成19年5月16日　至　平成20年5月15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 145 ― ― 145

合計 145 ― ― 145

自己株式     

普通株式 ― 0 ― 0

合計 ― 0 ― 0

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．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）

一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年８月８日

定時株主総会
普通株式 39,198 270 平成19年５月15日 平成19年8月9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
一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月７日

定時株主総会
普通株式 39,197 利益剰余金 270 平成20年５月15日 平成20年8月8日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年5月15日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年5月15日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 2,185,445

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △293,252

現金及び現金同等物 1,892,193

現金及び預金勘定 2,152,134

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △433,500

現金及び現金同等物 1,718,634

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年5月16日

至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 605,955 336,292 7,400 262,263

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 536,499 287,937 7,400 241,161

（２）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

（２）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 　92,660千円

１年超 185,707千円

合計 278,367千円

リース資産減損勘定の残高 7,400千円

１年内    80,946千円

１年超 172,859千円

合計 253,805千円

リース資産減損勘定の残高 7,400千円

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 84,055千円

減価償却費相当額 76,899千円

支払利息相当額 6,777千円

減損損失 7,400千円

支払リース料 103,521千円

減価償却費相当額 95,537千円

支払利息相当額 6,243千円

減損損失 3,700千円

（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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

―――

１年内 7,186千円

１年超 　－千円

合計 7,186千円
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（有価証券関係）

有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度
（平成19年5月15日）

当事業年度
（平成20年5月15日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
株式 540 1,538 998 540 1,386 846

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年5月16日　至　平成19年5月15日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年5月16日　至　平成20年5月15日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

１.　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

１.　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 27,168

未払事業税 18,635

賞与引当金計上に係る法定福利費 7,235

未払事業所税 4,427

減価償却超過額 11,269

長期未払金 145,426

減損損失 13,601

その他 11,784

繰延税金資産計 239,550

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 29,837

未払事業税 16,410

法定福利費 22,742

未払事業所税 4,609

減価償却超過額 14,287

長期未払金 145,426

減損損失 13,278

その他 18,052

繰延税金資産計 264,645

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △403

差入保証金 △3,388

繰延税金負債計 △3,792

繰延税金資産の純額 235,758

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △342

差入保証金 △3,979

繰延税金負債計 △4,321

繰延税金資産の純額 260,324

 　２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 　２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

住民税均等割等 0.8

留保金課税 3.2

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1

（％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2

住民税均等割等 1.1

留保金課税 2.8

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成18年5月16日　至　平成19年5月15日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年5月16日　至　平成20年5月15日）

該当事項はありません。

（企業結合等）

前事業年度（自　平成18年5月16日　至　平成19年5月15日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年5月16日　至　平成20年5月15日）

該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年5月16日　至　平成19年5月15日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

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

役員その

近親者が

議決権の

過半数を

所有して

いる会社

㈱オー

ル・エフ

千葉市

緑区

10,000 飲食業 － － － 会食代の支払

（注①）

1,662 － －

（注）①　当社のマネージャー会議等の昼食を通常価格で購入しております。

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

当事業年度（自　平成19年5月16日　至　平成20年5月15日）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日）

当事業年度
（自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日）

１株当たり純資産額 15,887.54円

１株当たり当期純利益金額 3,221.92円

１株当たり純資産額      18,353.63 円

１株当たり当期純利益金額   2,737.47 円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　　　　　同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成18年5月16日
至　平成19年5月15日)

当事業年度
(自　平成19年5月16日
至　平成20年5月15日)

当期純利益（千円） 443,594 397,421

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） 443,594 397,421

期中平均株式数（千株） 137 145

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

　  該当事項はありません。
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