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1.  20年12月期の業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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12月期 8,063 △4.7 1,064 △21.5 1,064 △20.2 583 △27.0

19年12月期 8,459 12.8 1,355 12.6 1,333 13.0 798 30.8

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12月期 176.04 ― 14.4 18.6 13.2
19年12月期 275.60 ― 27.9 26.7 16.0

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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12月期 5,669 4,269 75.3 1,288.08
19年12月期 5,774 3,823 66.2 1,153.31

（参考） 自己資本   20年12月期  4,269百万円 19年12月期  3,823百万円

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12月期 821 △291 △497 777
19年12月期 1,148 △1,683 773 743

2.  配当の状況 

（注）19年12月期期末配当の内訳 普通配当 30円00銭 記念配当 10円00銭  

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 第2四半期末 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12月期 ― ― ― 40.00 40.00 132 14.5 4.4
20年12月期 ― ― ― 40.00 40.00 132 22.7 3.3

21年12月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 ――― 29.0 ―――

3.  21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 3,887 △3.5 324 △46.9 326 △46.7 174 △49.9 52.79
通期 8,270 2.6 844 △20.6 845 △20.6 456 △21.7 137.85
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  3,315,000株 19年12月期  3,315,000株

② 期末自己株式数 20年12月期  ―株 19年12月期  ―株

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおり
ます。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。  
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（当事業年度の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融資本市場の混乱に

伴う世界経済の減退や急激な円高等の影響により、金融機関や輸出産業を中心とした企業の収益が急速

に悪化し、堅調だった設備投資の抑制や雇用の不安による個人消費の低迷等、景気が減速しておりま

す。 

 当業界におきましては、ガソリン価格の高騰や生活必需品の値上げ等、生活防衛意識が高まり、外食

を控える傾向が強まる中、相次ぐ食品偽装表示問題や輸入原材料への薬物混入事件等による食の安全意

識の高まりもあり、厳しい経営環境で推移いたしました。 

 このような状況下におきまして、当社は、平成20年３月より和牛ステーキの導入や年間３回のメニュ

ー改訂において、ステーキ、ハンバーグのトッピングを変更する等、より付加価値を高めるメニュー構

成に努めてまいりました。一方、ランチタイムにおきましては、ランチタイムの客数増を狙い、平成20

年３月のメニュー改訂における170ｇがんこハンバーグランチの導入や平成20年11月のメニュー改訂に

おける低価格のハンバーグランチ、チキンステーキランチの導入等、お値打ち感のあるメニュー開発を

行いました。さらに、サラダバーに吊りポップを設置することや客席にサラダバーに提供している旬の

食材等を詳しく紹介したフリーペーパーを設置する等、お客様により魅力あるサラダバーの訴求をいた

しました。 

 販促活動といたしましては、平成20年４月から創業30周年記念として、お客様に食器（小鉢）をプレ

ゼントする企画やスタンプカード等を配付し、再来店につなげる活動を行いました。 

 一方、売上原価につきましては、豪州産牛肉の仕入価格の高止まりやコーン、ポテト等の牛肉以外の

食材の仕入価格が上昇傾向にあり、原価率が前事業年度より0.7ポイント上昇いたしました。 

 販売費および一般管理費におきましては、今後の新規出店に備え、社員の採用と教育が当社の 重要

課題と考え、研修等を強化、充実したことにより、採用教育費が増加いたしました。また、電気、ガス

料金の単価上昇により、水道光熱費が増加いたしました。なお、お客様に値引券、金券をお渡ししてい

た販促方法を見直したことにより、販売促進費が減少いたしました。 

 なお、新規出店につきましては、平成20年９月に「ブロンコビリー昭島昭和の森店」（東京都昭島

市）、平成20年11月に「ブロンコビリー大宮三橋店」（埼玉県さいたま市大宮区）の２店舗を行いまし

た。 

 この結果、当事業年度における経営成績は、売上高80億63百万円（前年同期比4.7％減）、営業利益

10億64百万円（前年同期比21.5％減）、経常利益10億64百万円（前年同期比20.2％減）、当期純利益５

億83百万円（前年同期比27.0％減）となりました。 

（次期の見通し） 

今後の経済情勢につきましては、円高や米国経済の減退により輸出産業を中心とした企業の業績が悪

化し、厳しい経営環境が続くものと懸念しております。 

 さらに、雇用不安に伴う生活防衛意識の高まりにより、更なる個人消費の減退が加速するものと思わ

れます。 

 当社におきましては、従前にもまして高利益体質の企業を目指し、店舗別営業利益率の上位に入ると

見込まれる物件を厳選し、次年度は関東地区を中心に３～４店舗の新規出店をする予定であります。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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また、筋肉質の経営体質を作るため、店舗毎の経営数値管理体制を強化するとともに仕入価格や経費

の見直し、削減等、取り組んでまいります。  

 さらに、消費者より求められている食の安心・安全に応えるべく、コミサリー（加工工場）を移転

し、今以上に衛生管理、検査体制の整った工場を開設し業容拡大に備え、生産量の向上および業務の効

率化を進めてまいります。また、既存店舗の営業力を強化するため、トレーニングセンターを併設する

予定であります。  

 なお、新規出店およびコミサリー移転に必要な資金は、平成19年11月において調達した公募増資資金

を充当する予定であります。  

 次年度の業績につきましては、売上高82億70百万円、営業利益８億44百万円、経常利益８億45百万

円、当期純利益４億56百万円を予定しております。 

  

（資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、1,957,171千円（前事業年度末は2,024,359千円）となり

67,188千円減少いたしました。これは、現金及び預金が81,272千円減少したことと棚卸資産が15,394千

円増加したこと等によります。 

 当事業年度末における固定資産の残高は、3,711,951千円（前事業年度末は3,750,605千円）となり

38,653千円減少いたしました。これは、店舗の減価償却費および減損損失の計上により有形固定資産が

57,278千円減少したことと投資その他の資産が35,487千円増加したこと等によります。 

（負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は、1,164,820千円（前事業年度末は1,476,814千円）となり

311,994千円減少いたしました。これは、１年以内返済予定長期借入金が201,703千円減少したことと未

払法人税等が89,487千円減少したこと等によります。 

 当事業年度末における固定負債の残高は、234,330千円（前事業年度末は474,935千円）となり

240,605千円減少いたしました。これは、長期借入金が178,652千円減少したこと等によります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、4,269,972千円（前事業年度末は3,823,214千円）となり

446,757千円増加いたしました。これは、繰越利益剰余金が450,957千円増加したこと等によります。 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、777,029千円（前事業年度末は743,780千円）と

なり33,249千円増加いたしました。 

 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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動において得られた資金は、821,993千円となりました。これは主に、税引前当期純利益が

1,035,323千円、減価償却費が373,255千円あった一方、法人税等の支払いが557,493千円あったこと等

によります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動において使用した資金は、291,201千円となりました。これは主に、出店及びコミサリー

（加工工場）の移転に伴う土地の取得に425,607千円支出した一方、定期預金等の払戻による収入が

150,000千円あったこと等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動において使用した資金は、497,542千円となりました。これは主に、長期借入金の返済によ

る支出が380,355千円あったことと配当金の支払いが131,890千円あったこと等によります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）１ 各指標はいずれも単体の財務数値を用いて、以下の計算式より算出しております。   

       自己資本比率：自己資本/総資産  

       時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産  

       キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

 ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３ 営業キャッシュ・フローおよび利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動によるキ

ャッシュ・フロー、支払利息および社債利息ならびに割賦手数料を使用しております。 

４ 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。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、企業体質の充実、強化を図るた

め、将来の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、業績を勘案しながら安定的な配当を（配

当性向10％～20％を目標）行うことを基本方針としております。 

 上記方針に基づき当期は、期末配当金につきましては１株につき普通配当40円を予定しております。

また、次期の年間配当金につきましては、１株につき40円（うち中間配当金20円）を予定しておりま

す。 

 なお、内部留保金の使途につきましては、新規出店の設備投資および人材育成に投入する予定であり

ます。 

  

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率（％） 17.7 29.6 45.2 66.2 75.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

― ― ― 100.6 68.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― 117.7 195.0 80.0 67.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― 36.5 23.2 57.8 62.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績、財政状態及び投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。 

当社の属する外食業界は、既に成熟した業界であり、市場規模の拡大は見込めない傾向にありま

す。あわせて、中食業界の拡大や、新規参入が容易であること等により、競争が激化しており、依然

として厳しい状況が継続しております。また、外食業界は景気動向の影響を受けやすく、今回の景気

動向によっては業績が大きく左右されることが考えられます。  

 当社といたしましては、メニュー改訂、使用する食材へのこだわり、オープンキッチンの導入によ

る見せる店づくり等により他社との差別化を図り、価格競争を回避する方針であります。しかしなが

ら、当社と同様のコンセプトを持つ競合他社の増加等により競争が激化した場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

当社の主要メニューであるステーキ・ハンバーグには牛肉が使用されておりますが、平成13年9月

にＢＳＥ(牛海綿状脳症)に感染した牛が国内で初めて発見され、消費者の牛肉に対する不安感の増大

から、当社を含め牛肉を食材として使用する外食産業は業績に多大な影響を受けました。また、平成

15年12月には米国内においてもＢＳＥに感染した牛が発見され、一時輸入停止措置が講じられました

が、平成18年7月輸入が再開されました。  

 当社は管理がいき届いた豪州産牛肉を使用しており、これまでのところ、同国内においてＢＳＥに

感染した牛は発見されておりません。しかしながら、今後、豪州においてＢＳＥが発生した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

当社は現在、ステーキハウス「ブロンコビリー」のみを運営する単一業態であり、今後も同一業態

で規模を拡大していく方針であります。従いまして、当社が提供する商品や当社が展開する店舗等の

コンセプトが消費者の嗜好に合わなくなった場合には、店舗への来客数が減少し、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。  

 また、ＢＳＥ、食肉商社の偽装等、牛肉に起因した問題が発生した場合には、複数業態を展開して

いる外食事業者と比較して、業績に多大な影響を受ける可能性があります。そのため、当社のコンセ

プトが消費者の支持を得られなくなった場合や、特定の食材に起因した問題が発生した場合には、店

舗への来客数が減少し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は豪州産牛肉を使用しており、国内の商社を通してメニューに使用する食材（部位）の必要量

を確保しておりますが、豪州における干ばつ等の天候不順、為替相場の大幅な変動、セーフガードの

発動による関税引き上げ等が発生した場合や、米国等でＢＳＥ等が発生し、牛肉輸入の代替先として

豪州産牛肉が選定された場合は、同牛肉の仕入価格が上昇する可能性があります。その場合には仕入

れコストが増加し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  また、その他の食材についても、仕入価格の高騰、数量確保が困難に陥った場合には、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

① 外食業界の動向について 

② 食品の安全性について 

③ 単一の営業形態について 

④ 原材料価格の高騰について 
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当社は、愛知、岐阜、三重、静岡、東京、埼玉の１都５県下に60店舗を展開しており、出店基準

に基づいて、平成20年12月期は、２店舗の出店をいたしました。今後も成長を継続していくために

東海地方ならびに関東地方に出店を行っていく方針ですが、当社の出店基準に見合う物件の確保が

容易に出来ない場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。     

当社は、新規出店に際して、原則として自社物件の取得は行わず、賃貸物件による新規出店を基

本方針としております。物件の賃借に当たっては、賃貸人に対して、差入保証金を差し入れた上で

土地、建物を賃借しております。  

 当社は、出店時に顧問弁護士の指導を受けて賃貸人と契約書を締結しており、出店後において

は、賃貸人との良好な関係を保持してまいりましたので、現在までのところ閉店等に伴い差入保証

金が回収できなかった事例はありません。  

 しかしながら、今後、賃借物件の地主・家主の経済的破綻等により差入保証金等の一部又は全額

の回収が不能となることがあるほか、店舗営業の継続に支障等が生じる可能性があります。また、

当社の都合で賃貸借契約を中途解約する場合には、契約上の返済条件の規定から差入保証金等を放

棄せざるを得なくなる場合があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は退店基準に基づいて、業績の回復が困難となった店舗、契約継続が困難な店舗について

は、店舗の退店を行っております。店舗の退店が発生した場合には、賃貸物件の違約金の発生や、

転貸費用および固定資産の除却損が発生いたします。  

 今後、商圏人口、交通量、競合店状況の変化によって店舗の業績が悪化した場合、店舗閉鎖に伴

い遊休資産が発生した場合には、減損損失を計上する可能性があり、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

当社は、従業員のうちパートタイマー（短時間労働者）が多くを占めておりますが、景況感の改

善等の要因により、当社の出店エリアにおいては、メーカー等の工場新設等により労働需給が逼迫

している地域があります。そのため、当社は時間給を引き上げることにより、パートタイマーを確

保せざるを得ない地域があり、人件費の増加要因となっております。 

 当社は、既存のパートタイマーの業務処理能力を高めるために必要な教育を行い、定着率を高め

るため労働環境の改善に引続き取り組んでまいりますが、場合によっては、給料の増加、保険料の

負担増等により、当社の業績が影響を受ける場合があります。 

当社は、お客様の来店頻度を高めるために、来店されたお客様に対するドリンク無料券の配付

や、新聞の折込広告等によるサービス券の配布等の販売促進策を実施しております。当社は、これ

らの販売促進券を活用した販売促進策は、来店頻度を向上させるためには有効な手段であると考え

ていることから、今後も継続的に実施していく方針であります。しかし、昨今の不景気感からこれ

らの販売促進策が大きな効果とならず、来客数の増加が見られない場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑤店舗展開について

(ⅰ)店舗物件の確保

(ⅱ)差入保証金について 

(ⅲ)店舗に係る損失について 

⑥店舗運営費の増加について

(ⅰ)人件費について 

(ⅱ)販売促進費について 
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当社は、ステーキ・ハンバーグの主原料である牛肉の仕入を主にプリマハム株式会社から行って

おり、肉類の仕入額のうち同社からの仕入は、平成19年12月期：64.5％(仕入総額の24.0％)、平成

20年12月期：55.3％(仕入総額の21.5％)、となっております。また、当社の主力商品である「ぶど

う牛」は、同社によって商標登録されており、同社以外からは調達できない商品であります。  

 現在のところ、同社との関係は良好でありますが、何らかの要因により取引が継続できない事態

が生じた場合には、当社の仕様にあった牛肉の仕入をすることができなくなる可能性があり、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は一般食材の仕入を主に株式会社トーカンから行っており、仕入総額のうち同社からの仕入

は、平成19年12月期：32.4％、平成20年12月期：32.2％となっております。なお、当社は毎日発注

翌日納品の体制をとっておりますので、物流機能を有していない取引先は株式会社トーカンを経由

しております。また、物流業務についても、同社の一宮低温流通センターに一括して委託しており

ます。  

 現在のところ、同社との関係は良好でありますが、何らかの要因により取引が継続できない事態

が生じた場合には、一般食材の安定的な調達に支障をきたす可能性があります。また、地震、火災

等不測の事態が生じた場合には、物流機能の低下により当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。  

当社が主として事業活動を行っている愛知県、岐阜県、三重県、静岡県は、今後その発生が予測さ

れている東海・東南海地震の防災強化地域内に位置し、地震等の大規模災害が発生した際には、営業

店舗の損傷などによる営業時間・営業日数の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

当社においては、創業者である代表取締役社長の竹市靖公が、当社の経営方針や事業戦略の決定及

びその事業推進において重要な役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない経営体

制の構築を進めておりますが、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、当社の業績

及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

当社が属する外食事業に関する主な法規制としては、「食品衛生法」がありますが、当社では同

法の規定に基づき、取扱商品や店舗衛生について社内マニュアルや定期的な教育・店舗指導にて随

時管理状況の監査、実務レベルでのレベルアップを図っております。また、社内の工場で製造して

いるハンバーグやステーキソース等に関しても十分な品質管理等を実施しており、併せて万一の場

合に備えて製造物責任賠償に係る保険に加入しております。  

 しかし仮に、食品事故の発生等により、営業停止処分等を含む行政指導を受けた場合、あるいは

保険の補償範囲を超える多額の損害賠償金が発生した場合、当社の事業及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

⑦ 特定取引先への依存について 

(ⅰ)食肉の仕入について 

(ⅱ)物流体制について 

⑧ 大規模災害による影響について 

⑨代表者への依存について

⑩ 特有の法的規制等に係るもの 

(ⅰ)食品衛生法について 
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平成13年5月1日に施行された「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食品関連事業者は、食品廃棄物の発生量

の抑制、減量及び再生利用を通じて、食品循環資源の再生利用等の実施率を向上させることが義務

付けられております。  

 当社は、年間100トン以上の食品廃棄物を排出する食品関連事業者に該当しており、現在食品廃

棄物の内、廃油の回収、特定店舗での生ゴミの回収による生ゴミの堆肥化を進めております。  

 しかしながら、同法の排出量削減の基準等が引き上げられた場合、新たな対応に伴う追加コスト

等が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、従業員のうち短時間労働者が多くを占めております。今後、厚生年金、健康保険の適用

基準が拡大、あるいは、パート労働者の待遇改善を目指すパートタイム労働法の改正等により、保

険料の負担増、あるいは、人件費の増加等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

当社は、新規の店舗展開と既存店の店舗運営及び内部管理体制を増強するために、優秀な人材を確

保していく必要であります。 

 当社におきましては、求人・採用活動のレベルアップ、採用後の従業員に対する研修等を含めた従

業員教育の充実、自己啓発の推奨等で、人材育成に取り組んでおります。 

 しかしながら、人材の確保及び育成が当社の計画通りに進まない場合は、予定している店舗展開が

未達成となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、店舗で行っている販促サービスとしての顧客情報と、お客様からのメールや電話で取得

した情報及び社員、パート・アルバイト等の個人情報を取り扱っております。当該個人情報の管理に

関しまして、取得時には利用目的をあらかじめ説明し、取得後にはデータの漏洩、滅失又は毀損が発

生しないように万全を期しております。しかしながら、何らかの理由により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。 

  

近の有価証券報告書（平成20年３月27日提出）における「事業の内容」および「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(ⅱ)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 

(ⅲ)短時間労働者（パートタイマー等）について

⑪ 人材の確保と育成について 

⑫ 個人情報の管理について 

２ 企業集団の状況
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当社は、経営目的に永続的物心両面の幸福と社会の繁栄に貢献することを掲げ、数字と人間性を徹底

すること、ならびにお客様に満足を与えることを実現し、顧客を創造することで継続して繁栄する企業

を目指しております。  

 その為に、ブロンコビリーならではの商品、サービスを提供し、他社との差別化をはかり、高利益体

質の基盤づくりに取り組んでおります。 

当社は、売上を 大に伸ばし、経費を 小に抑えることで 大の利益を確保するという考え方に基づ

いて、収益性を明確に表す売上高経常利益率を経営指標としております。  

 また、株主価値の持続的な向上を経営の目標としており、ＲＯＥ(株主資本利益率)も経営指標として

重視しております。 

当社は、いかなる経営環境化においても、全従業員が一丸となって継続的成長を図り、企業価値の向

上に努め、日本一のステーキ専門店を目指してまいります。  

 当面は単一業態において規模の拡大に取り組み、店舗数の倍増を目標に掲げ実現してまいります。 

当社の企業理念においては、私たちの使命を顧客創造として、ブロンコビリーならではのＱ（クオリ

ティー）、Ｓ（サービス）、Ｃ（クレンリネス）を常に進化、改善させていくことで、お客様の期待に

応えつづけていくことを実現するよう取り組んでまいります。  

 当社といたしましては、高い収益性を維持し企業価値を伸展させていくために、以下の課題に取り組

んでまいります。  

当社は、全て直営店舗にて営業しており、人材の確保と育成が重要な課題であります。その為に

は、新卒ならびに中途の採用を強化し、そのうえで当社で働く社員やクルー（パート、アルバイト）

が、経営方針を具現化して、各々がその持ち場の経営者として役割・使命を果たすことができるよ

う、社内外の研修等の機会を充実、活用して、自主責任経営、衆知経営、全員経営ができるように全

力で育成してまいります。  

 併せて、管理部門の体制を強化するために人材の育成と充実を図り、今後株主を含めたステークホ

ルダーに対して適時、適切な情報を開示するとともに、財務報告の適正性や経営を継続していく上で

のコンプライアンス体制を強化し、企業としての社会的責任に応えてまいります。 

当社は、現在の利益率を向上させながら、成長を図っていくことをテーマとし、その実現に努めて

おります。その為には、ステーキ、ハンバーグの専門店として、一層魅力ある商品の開発と素材への

こだわりを研ぎ澄まして、季節に合わせたメニュー作り等差別化を図ることで、既存店舗の収益を伸

ばすとともに、新規出店を含めた、客数の増加、及び経費のコントロールによる利益率向上に取り組

んでまいります。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

①人材の確保と育成 

②業績の向上
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当社は、お客様に再来店して頂く為には、時代をリードする魅力ある店舗作りが不可欠であると考

えております。これまで、お客様に調理現場を見せることで、五感で楽しんで頂けるオープンキッチ

ンに改良するなど、店舗作りに工夫を凝らしてきており、今後につきましても、 新の設備やくつろ

げる空間づくりに、常に挑戦しつつ、お客様のニーズに応えるよう進化してまいります。 

当該事項につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 

該当事項はありません。 

③時代をリードする 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12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 1,825,118 1,743,845

 ２ 売掛金 17,639 20,540

 ３ 店舗食材 13,172 12,996

 ４ 仕込品 22,695 24,961

 ５ 原材料 21,795 29,983

 ６ 貯蔵品 6,233 11,351

 ７ 前払費用 73,116 83,351

 ８ 繰延税金資産 34,574 24,856

 ９ その他 10,013 5,285

   流動資産合計 2,024,359 35.1 1,957,171 34.5 △ 67,188

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※1 3,964,958 4,005,364

    減価償却累計額 △ 1,851,299 2,113,659 △ 2,047,869 1,957,495

  (2) 構築物 647,802 651,687

    減価償却累計額 △ 389,859 257,943 △ 424,893 226,793

  (3) 機械及び装置 67,562 72,510

    減価償却累計額 △ 50,712 16,849 △ 54,413 18,096

  (4) 車両運搬具 8,663 11,281

    減価償却累計額 △ 7,770 893 △ 4,748 6,532

  (5) 器具備品 831,104 918,819

    減価償却累計額 △ 472,076 359,027 △ 577,779 341,039

  (6) 土地 ※1 143,008 226,782

  (7) 建設仮勘定 ― 57,361

   有形固定資産合計 2,891,381 50.0 2,834,102 50.0 △ 57,278

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 96,525 85,938

  (2) ソフトウェア 35,282 30,565

  (3) その他 18,141 16,584

   無形固定資産合計 149,950 2.6 133,088 2.3 △ 16,861

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 48,409 93,097

  (2) 出資金 70 70

  (3) 長期前払費用 23,297 14,849

  (4) 差入保証金 536,872 514,891

  (5) 繰延税金資産 57,413 89,621

  (6) その他 43,210 32,230

   投資その他の資産合計 709,273 12.3 744,760 13.1 35,487

   固定資産合計 3,750,605 64.9 3,711,951 65.5 △ 38,653

   資産合計 5,774,964 100.0 5,669,122 100.0 △ 105,841
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12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 248,733 241,211

 ２ 短期借入金 ※1 ― 89,200

 ３ 一年以内償還予定社債 32,000 32,000

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金
※1 380,355 178,652

 ５ 未払金 354,814 276,432

 ６ 割賦未払金 42,933 32,384

 ７ 未払費用 17,897 17,865

 ８ 未払法人税等 312,547 223,060

 ９ 未払消費税等 34,725 29,860

 10 預り金 25,604 29,653

 11 前受収益 3,515 3,290

 12 賞与引当金 10,853 11,210

 13 販売促進費引当金 12,834 ―

   流動負債合計 1,476,814 25.6 1,164,820 20.5 △ 311,994

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 104,000 72,000

 ２ 長期借入金 ※1 327,692 149,040

 ３ 長期割賦未払金 32,143 195

 ４ その他 11,100 13,095

   固定負債合計 474,935 8.2 234,330 4.1 △ 240,605

   負債合計 1,951,749 33.8 1,399,150 24.7 △ 552,599

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 803,337 13.9 803,337 14.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 713,337 713,337

   資本剰余金合計 713,337 12.4 713,337 12.6

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 58,887 58,887

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 1,000,000 1,000,000

    繰越利益剰余金 1,238,774 1,689,731

   利益剰余金合計 2,297,661 39.8 2,748,619 48.4 450,957

  株主資本合計 3,814,336 66.1 4,265,294 75.2 450,957

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
8,878 0.1 4,678 0.1

  評価・換算差額等合計 8,878 0.1 4,678 0.1 △ 4,199

  純資産合計 3,823,214 66.2 4,269,972 75.3 446,757

  負債純資産合計 5,774,964 100.0 5,669,122 100.0 △ 105,841
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12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 8,459,221 100.0 8,063,548 100.0 △ 395,673

Ⅱ 売上原価

 １ 期首店舗食材たな卸高 11,899 13,172

 ２ 期首仕込品たな卸高 19,734 22,695

 ３ 当期店舗食材仕入高 1,381,416 1,333,793

 ４ 当期仕込品製造原価 1,122,493 1,111,157

   合計 2,535,542 2,480,819

 ５ 他勘定振替高 ※1 14,823 19,559

 ６ 期末店舗食材たな卸高 13,172 12,996

 ７ 期末仕込品たな卸高 22,695 2,484,851 29.4 24,961 2,423,302 30.1 △ 61,549

   売上総利益 5,974,370 70.6 5,640,246 69.9 △ 334,123

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 4,618,678 54.6 4,575,875 56.7 △ 42,802

   営業利益 1,355,691 16.0 1,064,370 13.2 △ 291,321

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,680 5,381

 ２ 有価証券利息 425 336

 ３ 受取配当金 401 541

 ４ 転貸収入 22,800 22,300

 ５ 受取保険金収入 10,741 ―

 ６ 受取協賛金 6,502 5,290

 ７ その他 4,862 47,412 0.6 5,197 39,047 0.5 △ 8,365

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 15,720 9,441

 ２ 社債利息 1,323 1,265

 ３ 株式交付費 13,277 ―

 ４ 転貸費用 21,078 20,469

 ５ 盗難損失 10,154 ―

 ６ その他 8,048 69,603 0.8 7,663 38,840 0.5 △ 30,763

   経常利益 1,333,501 15.8 1,064,577 13.2 △ 268,923

Ⅵ 特別利益

 １ 保険解約返戻金 ― ― ― 52,558 52,558 0.7 52,558

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※3 ― 67,884

 ２ 固定資産除売却損 ※4 42,218 7,476

 ３ 投資有価証券評価損 ― 151

 ４ 役員弔慰金 ― 42,218 0.5 6,300 81,812 1.0 39,594

   税引前当期純利益 1,291,282 15.3 1,035,323 12.8 △ 255,959

   法人税、住民税 

   及び事業税
544,229 470,021

   法人税等調整額 △51,800 492,428 5.9 △18,256 451,765 5.6

   当期純利益 798,853 9.4 583,557 7.2 △ 215,296
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 235,550 145,550 145,550

事業年度中の変動額

 新株の発行 567,787 567,787 567,787

 剰余金の配当

 当期純利益

 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)

事業年度中の変動額合計(千円) 567,787 567,787 567,787

平成19年12月31日残高(千円) 803,337 713,337 713,337

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
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12月31日残高(千円) 58,887 500,000 968,070 1,526,958 1,908,058

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,135,575

 剰余金の配当 △28,150 △28,150 △28,150

 当期純利益 798,853 798,853 798,853

 別途積立金の積立 500,000 △500,000 ― ―

 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(千円) ― 500,000 270,703 770,703 1,906,278

平成19年12月31日残高(千円) 58,887 1,000,000 1,238,774 2,297,661 3,814,336

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12月31日残高(千円) 4,207 4,207 1,912,265

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,135,575

 剰余金の配当 △28,150

 当期純利益 798,853

 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)

4,670 4,670 4,670

事業年度中の変動額合計(千円) 4,670 4,670 1,910,949

平成19年12月31日残高(千円) 8,878 8,878 3,823,214
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当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高(千円) 803,337 713,337 713,337

事業年度中の変動額

 新株の発行

 剰余金の配当

 当期純利益

 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)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成20年12月31日残高(千円) 803,337 713,337 713,337

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
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12月31日残高(千円) 58,887 1,000,000 1,238,774 2,297,661 3,814,336

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ―

 剰余金の配当 △132,600 △132,600 △132,600

 当期純利益 583,557 583,557 583,557

 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)

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 450,957 450,957 450,957

平成20年12月31日残高(千円) 58,887 1,000,000 1,689,731 2,748,619 4,265,294

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12月31日残高(千円) 8,878 8,878 3,823,214

事業年度中の変動額

 新株の発行 ―

 剰余金の配当 △132,600

 当期純利益 583,557

 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)

△4,199 △4,199 △4,199

事業年度中の変動額合計(千円) △4,199 △4,199 446,757

平成20年12月31日残高(千円) 4,678 4,678 4,269,972
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12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

 １ 税引前当期純利益 1,291,282 1,035,323

 ２ 減価償却費 358,755 373,255

 ３ 減損損失 ― 67,884

 ４ 賞与引当金の増加額 575 356

 ５ 販売促進費引当金の減少額 △ 16,932 △ 12,834

 ６ 受取利息及び受取配当金 △2,506 △ 6,259

 ７ 支払利息及び社債利息 17,044 10,707

 ８ 割賦手数料 2,819 2,529

 ９ 保険解約返戻金 ― △ 52,558

 10 固定資産除売却損 42,218 7,476

 11 投資有価証券評価損 ― 151

 12 たな卸資産の増加額 △4,420 △ 15,394

 13 売上債権の増加額 △4,166 △ 2,900

 14 長期前払費用の減少額 4,638 8,447

 15 仕入債務の減少額 △6,189 △ 7,521

 16 未払金の減少額 △5,831 △ 15,597

 17 未払消費税等の増減額 

   (△：減少額)
16,996 △ 4,865

 18 その他 18,261 △ 1,667

    小計 1,712,544 1,386,532 △ 326,012

 19 利息及び配当金の受取額 2,506 6,259

 20 利息等の支払額 △19,590 △ 13,304

 21 法人税等の支払額 △546,519 △ 557,493

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
1,148,941 821,993 △ 326,948

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金等の預入による支出 △999,490 △ 37,878

 ２ 定期預金等の払戻による収入 332,008 150,000

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △1,008 △ 53,273

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △947,118 △ 425,607

 ５ 有形固定資産の売却による収入 ― 200

 ６ 無形固定資産の取得による支出 △40,855 △ 5,890

 ７ 有形固定資産の除却による支出 △38,559 △ 6,670

 ８ 差入保証金の差入による支出 △21,184 △ 12,280

 ９ 差入保証金の返還による収入 2,490 484

 10 建設協力金の回収による収入 35,976 33,777

 11 保険積立金の積立による支出 △5,634 △ 6,452

 12 保険積立金の解約による収入 ― 72,390

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△1,683,376 △ 291,201 1,392,174
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前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12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

 １ 短期借入金の純増額 ― 89,200

 ２ 長期借入金の借入れによる収入 200,000 ―

 ３ 長期借入金の返済による支出 △437,384 △ 380,355

 ４ 割賦未払金の支払による支出 △51,057 △ 42,497

 ５ 社債の償還による支出 △32,000 △ 32,000

 ６ 株式の発行による収入 1,122,297 ―

 ７ 配当金の支払額 △28,150 △ 131,890

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
773,706 △ 497,542 △ 1,271,249

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 239,271 33,249 △ 206,022

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 504,508 743,780 239,271

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 743,780 777,029 33,249
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)によっております。

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によってお

ります。

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 店舗食材・仕込品・原材料

総平均法による原価法を採用して

おります。

(1) 店舗食材・仕込品・原材料

同左

(2) 貯蔵品

終仕入原価法による原価法を採

用しております。

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

イ 平成10年３月31日以前に取得

したもの 

旧定率法

ロ 平成10年４月１日から平成19

年３月31日までに取得したも

の  

旧定額法

ハ 平成19年４月１日以降に取得

したもの 

定額法

建物以外

イ  平成19年３月31日以前に取得

したもの  

旧定率法

ロ 平成19年４月１日以降に取得

したもの  

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物       10～50年 

構築物      10～20年 

機械及び装置   3～15年 

車両運搬具      6年 

器具備品      3～9年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、事業用借地権については、

契約年数を基準とした定額法、ま

た、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。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

(3) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

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)     ―――――

５ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、

賞与の支給見込額のうち当期負担分

を計上しております。

(1) 賞与引当金

同左

(2) 販売促進費引当金

顧客に交付した販売促進券の将来

の使用による販売促進費の計上に備

えるため、販売促進券の未使用額に

対して過去の回収実績率を乗じて当

期負担分を計上しております。

(2) 販売促進費引当金

―――――

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。

―――――

７ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例

処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

③ ヘッジ方針

金利変動のリスク負担の適正化

に限定しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効性

の評価を省略しています。

同左

８ 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、随時引出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税及び地方消費税の処理方法

税抜方式によっております。

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(固定資産の減価償却の方法の変更)  

 当事業年度より、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（法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号）)に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。これにより従来の

方法によった場合に比べて減価償却費は、6,040千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ6,040千円減少しております。

―――――

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(損益計算書）

1. 前事業年度まで、営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「受取協賛金」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、前事業年度における「受取協賛金」の金額

は、2,000千円であります。

2. 前事業年度まで、営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「盗難損失」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、前事業年度における「盗難損失」の金額は、

1,669千円であります。

3. 前事業年度まで区分掲記しておりました「割賦手数

料」(当事業年度 2,819千円)は、営業外費用の総額

の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。

(損益計算書)

1. 前事業年度まで、区分掲記しておりました「受取保

険金収入」(当事業年度 1,394千円)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。

2. 前事業年度まで、区分掲記しておりました「盗難損

失」(当事業年度 1,955千円)は、営業外費用の総額

の100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。

(追加情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

―――――  法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成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

に基づき取得価額の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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。
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(7) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

 

※１ 担保資産及びこれに対する債務

   担保資産

建物 30,739千円

土地 143,008千円

 合計 173,748千円

 
 

※１ 担保資産及びこれに対する債務

   担保資産

建物 29,192千円

土地 143,008千円

 合計 172,201千円

 

 

   担保に対する債務

一年以内返済予定長期借入金 96,892千円

長期借入金 93,530千円

 合計 190,422千円

   担保に対する債務

短期借入金 20,000千円

一年以内返済予定長期借入金 63,492千円

長期借入金 30,038千円

 合計 113,530千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 14,823千円

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 19,559千円

※２ 販売費及び一般管理費のうちで主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

   なお、販売費に属する費用のおおよその割合は

11％、一般管理費に属するおおよその割合は89％で

あります。

販売促進費 476,270千円

販売促進費引当金繰入額 12,834千円

給与手当 669,626千円

賞与引当金繰入額 10,642千円

雑給 1,210,841千円

水道光熱費 315,971千円

減価償却費 332,679千円

賃借料 546,845千円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうちで主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

   なお、販売費に属する費用のおおよその割合は

９％、一般管理費に属するおおよその割合は91％で

あります。

販売促進費 388,689千円

給与手当 695,779千円

賞与引当金繰入額 11,007千円

雑給 1,140,879千円

水道光熱費 332,792千円

減価償却費 345,584千円

賃借料 567,489千円

※３        ―――――

   

 

※３ 減損損失の内容は、次のとおりであります。

      当事業年度において、以下の資産グループに基づ

き減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額
(千円)

愛知県
直営店舗
 (当社１物件)

建物等 24,732

静岡県
直営店舗
 (当社１物件)

建物・ 
 借地権等

35,542

愛知県
コミサリー（加
 工工場） 
 (当社１物件)

建物等 7,609

      資産のグルーピングは、コミサリー（加工工場）

については飲食店事業に関わる共用資産とし、直営

店舗については継続的な収支の把握を行っているこ

とから各店舗毎をグルーピングの 小単位としてお

ります。  

 収益性が著しく低下した店舗および閉店予定の店

舗ならびに移設により閉鎖する加工工場について資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額67,884千円(建物55,008千円、構築物5,571千円、

器具備品6,448千円、借地権744千円、その他111千

円)を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。  

 回収可能価額は、直営店舗、製造工場とも主とし

て使用価値によっております。 

 なお、使用価値は将来キャッシュフローを9.3％

で割り引いて算出しております。

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 809千円

器具備品 2,850千円

撤去費用等 38,559千円

 合計 42,218千円

※４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 132千円

機械及び装置 17千円

車両運搬具 91千円

器具備品 565千円

撤去費用等 6,670千円

 合計 7,476千円
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  前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
(注) 発行済株式の総数は、以下の事項により増加しております。 

①平成19年４月11日付で株式１株につき10株の株式分割により2,533,500株増加しております。  

②平成19年11月1日を払込期日とする公募増資により500,000株増加しております。 

  

  ２ 配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

 
  

  （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 

 
(注) 平成19年12月期期末配当金の内訳 普通配当 30円 記念配当 10円 

  

  当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

  ２ 配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

 
(注) 平成19年12月期期末配当金の内訳 普通配当 30円 記念配当 10円 

  

  （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 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

区分 前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

(発行済株式) 
普通株式

281,500 3,033,500 － 3,315,000

計 281,500 3,033,500 － 3,315,000

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年３月16日 
定時株主総会

普通株式 28,150 100円 平成18年12月31日 平成19年３月19日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年３月27日 
定時株主総会

普通株式
繰越利益 
剰余金

132,600 １株につき40円 平成19年12月31日 平成20年３月28日

区分 前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

(発行済株式) 
普通株式

3,315,000 ― ― 3,315,000

計 3,315,000 ― ― 3,315,000

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年３月27日 
定時株主総会

普通株式 132,600 40円 平成19年12月31日 平成20年３月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年３月25日 
定時株主総会

普通株式
繰越利益 
剰余金

132,600 １株につき40円 平成20年12月31日 平成21年３月26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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

(平成19年12月31日現在)

現金及び預金 1,825,118千円

 計 1,825,118千円

預入期間３か月超の定期預金 △1,081,337千円

 現金及び現金同等物 743,780千円
 

 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12月31日現在)

現金及び預金 1,743,845千円

 計 1,743,845千円

預入期間３か月超の定期預金 △966,816千円

 現金及び現金同等物 777,029千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

  該当事項はありません。

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

           同左
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  前事業年度(平成19年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

① 株式 5,041 23,346 18,305

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 5,041 23,346 18,305

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式 723 556 △167

② 債券 ― ― ―

③ その他 11,334 9,506 △1,827

小計 12,057 10,062 △1,995

合計 17,099 33,409 16,309

内容
貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 15,000
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  当事業年度(平成20年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当事業年度において、有価証券について、151千円の減損処理を行っております。 

   減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理して

おります。 

下落率30％以上50％未満の銘柄については、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理し

ております。 

  

  

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

① 株式 28,569 40,418 11,848

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 28,569 40,418 11,848

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式 30,317 28,655 △1,661

② 債券 ― ― ―

③ その他 11,334 9,023 △2,310

小計 41,651 37,679 △3,972

合計 70,221 78,097 7,876

内容
貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 15,000
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

 前事業年度(自平成19年１月１日 至平成19年12月31日)及び当事業年度(自平成20年１月１日 至平

成20年12月31日) 

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

  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

① 取引の内容及び利用目的等

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引であります。

① 取引の内容及び利用目的等

同左

② 取引に対する取組方針

  当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

② 取引に対する取組方針

同左

③ 取引に係るリスクの内容

  当社が利用している金利スワップ取引には、市場金

利の変動によるリスクはないと認識しております。ま

た、金利スワップ取引の契約先は信用度の高い国内の

銀行であるため、相手先の債務不履行によるリスクは

ないと認識しております。

③ 取引に係るリスクの内容

同左

④ 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引は取締役会の決裁後、管理部門が

実行しております。また、デリバティブ取引に係るリ

スク管理は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

④ 取引に係るリスク管理体制

同左
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

役員及び個人主要株主等 

  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 有限会社米久商店は、当社の代表取締役社長竹市靖公の近親者が議決権の過半数を所有している会社であり

ます。同社との取引については、一般取引と同様の取引条件にて決定しております。 

  なお、平成19年３月末をもって同社との取引を終了しております。 

  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

   該当事項はありません。 

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当社は関連会社を有していないため、該当事項はあり

ません。

同左

(関連当事者との取引)

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

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

㈲米久商
店

名古屋市 
西区

7,000 米の卸売業
（被所有）

直接 
0.06

― ―
米の仕入
(注)２

10,617 買掛金 ―
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  当社は、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12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

  (繰延税金資産)

未払事業税 23,801千円

減損損失 28,856千円

借地権償却 35,186千円

賞与引当金 4,406千円

販売促進費引当金 5,210千円

その他 1,957千円

繰延税金資産合計 99,419千円

  (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 7,431千円

繰延税金負債合計 7,431千円

差引：繰延税金資産の純額 91,987千円

 

 

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 17,649千円

減損損失 53,037千円

借地権償却 39,181千円

賞与引当金 4,551千円

未払不動産取得税 1,439千円

その他 1,815千円

繰延税金資産合計 117,675千円

  (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 3,197千円

繰延税金負債合計 3,197千円

差引：繰延税金資産の純額 114,477千円

 

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 40.6％

  (調整)

住民税均等割等 2.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

評価性引当額の減少 △4.6％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.1％

 

 

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 40.6％

  (調整)

住民税均等割等 2.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6％

(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)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 1,153円31銭 1,288円08銭

１株当たり当期純利益 275円60銭 176円04銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。 

 当社は、平成19年４月11日付で株

式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 

（前事業年度） 

 １株当たり純資産額  679円31銭 

 １株当たり当期純利益 216円90銭 

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益    ―

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。

項目
前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度 

(平成20年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,823,214 4,269,972

普通株式に係る純資産額(千円) 3,823,214 4,269,972

普通株式の発行済株式数(株) 3,315,000 3,315,000

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(株)

3,315,000 3,315,000

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 798,853 583,557

普通株式に係る当期純利益(千円) 798,853 583,557

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 2,898,562 3,315,000
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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  （注）１ 上記は、コミサリーにおける生産実績であります。 

   ２ 金額は、製造原価によって表示しております。 

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ４ その他は、デザート等であります。 

  ５ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

５ その他

(1) 役員の異動

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成21年３月25日予定） 

 １．新任取締役候補 

   取締役管理部長       川居 徹也 （現 管理部長） 

  

 ２．昇格予定取締役 

   常務取締役第１営業部長   竹市 克弘 （現 取締役第１営業部長）

(2) その他

①生産実績

 第26期事業年度及び第27期事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

第26期事業年度
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日)

第27期事業年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

生産高（千円）
前年同期比

生産高（千円）
前年同期比

（％） （％）

 ステーキ 776,247 109.6 759,864 97.9

ハンバーグ 247,619 120.1 244,851 98.9

ステーキ  
ソース

60,861 103.4 58,334 95.8

その他 37,764 109.1 48,107 127.4

合計 1,122,493 111.3 1,111,157 99.0
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   （注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

 
   （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

②仕入実績

 第26期事業年度及び第27期事業年度における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

第26期事業年度
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日)

第27期事業年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

仕入高（千円）
前年同期比

仕入高（千円）
前年同期比

（％） （％）

肉類 883,025 112.3 902,401 102.2

野菜類 269,380 133.0 266,177 98.8

米・パン 250,389 166.5 228,703 91.3

ドリンク類 171,639 108.7 154,861 90.2

その他 794,130 102.2 772,528 97.3

合計 2,368,566 114.2 2,324,673 98.1

③販売実績

 第26期事業年度及び第27期事業年度における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

 なお当社は一般顧客を対象とした店舗販売ですので、特定の販売先はありません。

地域別

第26期事業年度
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日)

第27期事業年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

販売高（千円）
前年同期比

販売高（千円）
前年同期比

（％） （％）

愛知県 5,505,118 113.6 5,280,480 95.9

岐阜県 1,321,215 108.2 1,162,678 88.0

三重県 735,459 106.6 676,296 92.0

静岡県 897,428 121.3 850,793 94.8

関東地区 － － 93,300 －

合計 8,459,221 112.8 8,063,548 95.3
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