
 

 

 
平成21年４月20日

 

   

 

   

 
1. 21年２月期の業績（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

 

（財）財務会計基準機構会員

平成21年２月期 決算短信(非連結)

上 場 会 社 名 株式会社 ライフフーズ 上場取引所 JASDAQ

コ ー ド 番 号 3065 URL http://www.meshiya.co.jp/

代  表  者
(役職名)代表取締役社長 
兼執行役員開発本部長 
兼開発建設部長

(氏名)松本 邦泰

問合せ先責任者
(役職名)常務取締役 
兼執行役員総務本部長 
兼財経部長

(氏名)小西 武 TEL (06) 6338－8331  

定時株主総会開催予定日 平成21年５月21日

有価証券報告書提出予定日 平成21年５月22日

(百万円未満切捨て)

(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 ％

 21年２月期 12,818 △6.7 132 △34.7 176 △18.7 △192 ─

 20年２月期 13,736 △1.3 202 △75.7 217 △72.8 △261 ─

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 ％ ％ ％

 21年２月期 △10 52 ─ ─ △5.5 2.4 1.0

 20年２月期 △14 26 ─ ─ △6.8 2.7 1.5

(参考) 持分法投資損益 21年２月期 ─ 百万円 20年２月期 ─ 百万円

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

 21年２月期 7,672 3,364 43.8 183 83

 20年２月期 7,334 3,648 49.7 199 37

(参考) 自己資本 21年２月期 3,364百万円 20年２月期 3,648百万円

(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

 21年２月期 962 △259 135 2,288

 20年２月期 55 △75 △1,113 1,449

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 ％ ％

20年２月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 00 5 00 91 ─ 2.5

21年２月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 0 00 ─ ─ ─

22年２月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 0 00 ─ ─ ─
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3. 22年２月期の業績予想（平成21年３月１日～平成22年２月28日） 

 

 
  

4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(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、35ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は、今後起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

(％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 6,299 △7.0 209 22.3 210 5.2 64 ─ 3 51

通 期 12,095 △5.6 225 70.7 232 31.3 16 ─ 0 91

(1) 重要な会計方針の変更

(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) 21年２月期 18,302,000株 20年２月期 18,302,000株

② 期末自己株式数 21年２月期 1,667株 20年２月期 943株
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当事業年度におけるわが国の経済は、世界的な金融危機から株式・為替市場の変動等の影響で金融市

場は混乱し、企業収益率の低下が雇用動向を厳しくさせることになり、景気の後退が顕著となりまし

た。外食産業におきましても、事故米の不正転売問題等、食の安全が疑問視されている中、多種多様な

店舗が乱立しサービス内容及び価格競争が激化し、消費者心理の悪化から個人消費の低迷による厳しい

経営環境が続いております。  

  このような環境の中、収益性の向上を目指し前事業年度に引続きスクラップ＆ビルドを推し進め、不

採算店舗の撤退と新業態への転換に注力し、既存店舗の店舗運営レベルなどの組織体制の強化を図って

まいりました。その結果、不採算店舗の整理を進め閉店は８店舗、新規出店は小型和風定食屋業態「街

かど屋」業態の１店舗にとどまり、当事業年度の期末店舗数は119店舗となりました。  

 また、不採算店舗をカフェテリアスタイルのうどん店「讃岐製麺」に11店舗業態転換致しました。厳

選した国産小麦と塩にこだわり店内製麺所において毎日製麺した程よいコシとネバリを兼ね備えたうど

んを使用した本物志向の業態であり、今後、「讃岐製麺」業態と、季節感を意識したメニューを取り入

れた安く手軽な24時間営業の定食屋業態「街かど屋」の展開は事業全体を支える柱になると考えており

ます。  

  以上の結果、売上高は12,818,876千円（前年同期比 6.7%減）、営業利益は132,133千円（前年同期比 

34.7%減）、経常利益は176,895千円（前年同期比 18.7%減）、当期純損失は192,558千円（前年同期は

当期純損失 261,064千円）となりました。  

  

讃岐製麺への業態転換により既存店売上高の回復を推進し、スクラップ＆ビルドにより出・退店は新

規出店は年間６店舗、不採算店は６店舗の閉店で次期末店舗数は119店舗を予定しております。 

 次期の見通しとしましては、売上高は12,095,610千円（前年同期比 5.6%減）、営業利益は225,539千

円（前年同期比 70.7%増）、経常利益は232,250千円（前年同期比 31.3%増）、当期純利益は16,637千

円（前年同期は当期純損失 192,558千円）を見込んでおります。  

  

当事業年度のキャッシュ・フローの状況  

 当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ838,638千円増加し、当事業年度末に

は2,288,076千円となっております。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当事業年度末が休日であったため仕入債務が308,962千円増

加したことや、還付法人税等の受取額が68,589千円あったため962,475千円の収入となっております。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店及び業態転換のための有形固定資産の取得、閉店に

よる差入保証金の回収及び、預入期間が３ヶ月を超える定期預金による支出が600,000千円（定期預金

の払戻しによる収入400,000千円）あり、259,105千円の支出となっております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金、未払金の返済が進みましたが、総額800,000千円の

コミットメント期間付シンジケーション方式タームローンを実行し、他金融機関からの200,000千円の

借入金と合計し1,000,000千円の資金調達を行った結果、135,267千円の収入となっております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析
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当社は、利益配分につきまして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。 

当社の剰余金の配当は、年１回毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式

質権者に対し支払うことを基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。なお、取締役の決

議により、毎年８月31日を基準日として株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対

し、会社法第454条第5項に規定する中間配当金を支払うことができます。 

当期の配当予想につきましては、歴史的な景気悪化の状況下、スクラップ＆ビルドを進めたことによる

特別損失の計上で業績は２期連続で当期純損失となりましたので、誠に遺憾ではありますが無配とさせて

いただきます。今後は当社を取り巻く事業環境を踏まえ、内部留保の充実を考慮しながら業績の成長に見

合った利益還元を行っていく方針であります。 

  

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を以下において記載しておりま

す。当社は、これらのリスクの発生の可能性を十分認識し発生の回避、もしくは発生した場合であって

も、影響を 小限にとどめるように、企業の体力の充実に努めております。なお、文中における将来に

関する事項は当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

  

外食産業の市場規模は、公表されている統計によると、消費動向の低迷、中食の拡大などにより縮小

傾向にあります。また、大手企業による大量の新規出店、低価格化等により競合が激化しておりま

す。  

 当社は、和食カフェテリア方式のレストランとして、「ザめしや」を中心に経営しており、当初は、

同業態でチェーン展開を行っている企業もなく、順調に展開してまいりましたが、近年、同業態でチェ

ーン展開を行っている企業の出現により、競合する店舗も現われております。  

 従って、今後の市場動向の推移、競合先企業及び競合店舗の動向、顧客ニーズの変化により当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

  

当社は、「ザめしや」の出店に関して、郊外型幹線道路立地にこだわって店舗展開をおこなってまい

りましたが、「街かど屋」の業態を開発することによって、立地選定を都心型ビルイン型の店舗にも出

店の対象を広げてまいりました。これらの業態に加えて、「讃岐製麺」の業態を開発することにより、

立地についても、生活道路型小商圏立地へと広がっております。  

 当社の新規出店は、家賃、保証金、建設協力金等の出店条件、周辺人口、店舗前の交通量等の事前調

査によって店舗の採算性を予測し、投資回収期間、利益貢献度などの基準を満たすものを対象物件とし

て選定しております。このため、当社出店基準に達する物件がなく、出店計画に満たない場合や、新規

出店に伴う初期投資、減価償却負担等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

 現在当社が出店を行っている関西地区・中部地区以外での地区において当社の業態、メニュー、

「味」等が消費者の支持を得られる保証はなく、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①当社を取り巻く事業環境の変動について 

②店舗展開と出退店政策について 
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 また、当社は各店舗の業績を精査し、必要に応じて閉店、業態転換をおこなっております。閉店に

際しては、賃借物件の中途解約により違約金等が発生したり、転貸に伴い損失が発生する場合がありま

す。また賃貸人の財政状態によっては差入保証金を回収できない可能性もあります。業態転換に際して

も店舗設備の除却等が発生する場合があります。この様な場合には、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 

  

当社は和食中心の料理を提供しておりますが、多くのお客様の嗜好に応えるため、そのメニュー数は

幅広く、その食材の種類も多岐にわたっております。近年目立っている食材に関する問題も、即時にメ

ニューを変更するという形で解消できるカフェテリア方式のレストランの特性をもって対処してまいり

ましたが、天候不順による農作物の不作といった全体的な状況になった場合には、物量の確保及び仕入

価格への影響が考えられ、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

 また、「食」の安全性に対する社会的な要請、顧客ニーズが高まった場合、食材の調達が円滑に進ま

なくなったり、食材調達コストが上昇する可能性があります。そのような場合には、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

  

当社は、多くの料理を店内調理しており、できたての美味しさ、品質の良さをお客様に提供してまい

りました。また、カフェテリア方式のレストランという業態の特性を生かすため、きめの細かい新メニ

ューの導入、300種以上の食材発注などの店舗管理能力に加えて、一定の調理技術を備えた人材を確

保・育成することが重要であります。  

 従って、当社は労働集約型といえる産業であることから、今後の少子高齢化社会での人材の確保がで

きない場合、また、人材の育成が順調に進まない場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

  

平成20年２月期、平成21年２月期において当社の仕入金額のうちケイ低温フーズ株式会社からの仕入

高がそれぞれ45.3％、50.6％を占めております。当社は、自社物流の仕組みは敢えて持たず、各店舗で

日々使用する多品種・少量の食材の配送については全面的にベンダーと呼ばれる食材商社に委託してお

ります。当社は複数の食品商社からの仕入体制を確立して、配送集中のメリットを残存させたまま競争

原理を導入したいと考えておりますが、今後においても同社への食材の物流及び仕入への依存度が急激

に低下するということは考え難く、同社との関係に何らかの支障が生じた場合、又は同社の配送センタ

ーにおける事故等、不測の事態が生じた場合には、当社の店舗運営に支障を来たしたり、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

  

当社の主力業態は、カフェテリア方式の「ザめしや」であります。料理をお客様自らがチョイス(選

択)できるという特性がひとつの魅力となっており、今後も、この業態、及び「ザめしや」から派生し

た業態である「めしや食堂」「讃岐製麺」を発展させ、拡大させていく予定でありますが、カフェテリ

ア方式の当社主力業態が消費者のニーズに合わなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。 

  

③仕入食材の調達安定供給について 

④人材の確保及び育成について 

⑤特定の仕入先への依存について 

⑥カフェテリア方式に対する消費者のニーズについて 
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  当社の企業集団を構成する関係会社はありません。 

2. 企業集団の状況
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当社は創業以来、「お客様第一主義の徹底」のもと「Ｑ・Ｓ・Ｃ＋Ｃ」（クオリティ・サービス・ク

レンリネス＋チョイス）のレベル向上を経営の基本方針としております。当社の業態『和食カフェテリ

ア』の特性である、「Ｃ（チョイス）」、すなわち、お客様が自由に料理を選べる楽しさを一層充実さ

せることが、オーバーストア状態にある外食産業の中で勝ち残るカギになるものと考えております。 

当社は諸施策を実施し、下記の数値目標を達成するよう努力してまいります。 

平成22年２月期    売上高    12,095,610千円 

           営業利益     225,539千円 

           経常利益     232,250千円 

           当期純利益       16,637千円 

当社は、経営の基本方針のもと、①新業態の開発、②スクラップ＆ビルドを中長期的な経営戦略とし

ております。新業態の開発については、当事業年度に讃岐製麺業態の開発をしましたが、引き続き多様

な顧客ニーズを満たすことができる新しいビジネスモデルの確立を目指します。スクラップ＆ビルドに

ついては、オーバーストア状態のためロードサイドの出店地が減少したこともあり、生活道路や小商圏

への新規出店や、不採算店舗の業態転換や閉店を積極的に行います。また、ドミナント戦略のもと収益

性重視の店舗展開を進め、出店地域の拡大に努めます。 

金融危機等による実所得の減少から消費者心理が大きく悪化しており、購買活動の変化による個人消

費の低迷が続いております。 

 このような状況の中、不採算店舗への対策が急務であり、対策の一環として本場讃岐製法のうどんを

低価格で楽しめる「讃岐製麺」への積極的な業態転換を考えております。「讃岐製麺」は自家製麺にこ

だわり、おむすび、天ぷら、おでんをラインナップした専門店としての存在価値を意識した業態となっ

ております。24時間営業である「街かど屋」は時間帯別顧客ニーズへの柔軟な対応を課題とし、「ザめ

しや」は『はえぬき』や『ひとめぼれ』などの特Ａ評価米を導入して好評を得ておりますが、季節メニ

ューの強化とできたて感・手づくり感の実現を課題とします。各業態Q・S・C（クオリティ・サービ

ス・クレンリネス）レベルのさらなる向上を課題として、利益率を高め、資本効率を向上させるととも

に、既存店の改装や新メニュー開発を促進して、お客様が要望される店舗づくりに注力する所存でござ

います。    

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
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当社は、今後の経営にコーポレートガバナンスが、重要な課題であると考えております。 

 この観点から、企業活動のタイムリーで質の高い情報開示体制を確立し、経営の透明性の確保に努め

てまいります。また、効率的な経営を実現するために迅速かつ的確な意志決定をおこなう必要があると

ともにそのチェック機能や、責任体制を明確にすることが重要であることを認識しております。 

 当社は監査役制度を採用しており、監査役は取締役会に出席するだけでなく、重要な会議に参加し、

取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。また、法令や社会規範の遵守なくして企業の存

立はあり得ないとの認識のもと、コンプライアンス体制の構築を経営の重要な課題として位置づけてお

ります。そのために監査室を設置し全部門を対象に監査を実施するとともに、コンプライアンス委員会

を設置し、法令順守体制の確立、浸透、定着を図っております。 

該当事項はありません。 

  

(5) 内部管理体制の整備・運用

(6) その他、会社の経営上の重要な事項
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4. 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,449,438 2,488,076

 ２ 売掛金 9,635 7,833

 ３ 商品 8,625 9,739

 ４ 原材料 44,988 40,774

 ５ 貯蔵品 20,733 20,321

 ６ 前払費用 205,759 191,465

 ７ 繰延税金資産 109,492 151,134

 ８ 未収入金 136,954 150,908

 ９ 未収法人税等 80,246 〰

 10 その他 20,937 22,149

   流動資産合計 2,086,811 28.5 3,082,404 40.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 4,917,908 4,537,783

    減価償却累計額 2,522,480 2,395,428 2,421,588 2,116,195

  (2) 構築物 601,330 570,784

    減価償却累計額 416,307 185,022 414,047 156,737

  (3) 工具器具備品 593,126 558,277

    減価償却累計額 388,559 204,566 423,965 134,312

  (4) 土地 25,405 25,405

  (5) 建設仮勘定 ─ 41,462

   有形固定資産合計 2,810,423 38.3 2,474,112 32.2

 ２ 無形固定資産

  (1) 借地権 520 1,305

  (2) 商標権 1,340 1,043

  (3) ソフトウェア 1,081 7,879

  (4) 電話加入権 25,563 25,563

  (5) 施設利用権 6,961 6,054

   無形固定資産合計 35,468 0.5 41,845 0.6
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前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 出資金 6,203 6,203

  (2) 長期貸付金 176,353 133,677

  (3) 破産更生債権等 3,126 836

  (4) 長期前払費用 43,797 35,050

  (5) 繰延税金資産 261,650 264,458

  (6) 差入保証金 1,909,968 1,627,284

  (7) その他 4,223 7,419

  (8) 貸倒引当金 △ 3,126 △ 836

   投資その他の資産合計 2,402,195 32.7 2,074,092 27.0

  固定資産合計 5,248,087 71.5 4,590,049 59.8

  資産合計 7,334,899 100.0 7,672,454 100.0
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前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 349,588 658,551

 ２ １年以内返済予定 

   長期借入金
645,668 640,256

 ３ 未払金 230,473 263,473

 ４ １年以内返済予定 

   長期未払金
127,528 6,489

 ５ 未払費用 422,961 405,912

 ６ 未払法人税等 ─ 37,740

 ７ 未払消費税等 24,136 34,335

 ８ 前受金 20,037 22,553

 ９ 預り金 13,242 24,713

 10 賞与引当金 127,346 114,354

   流動負債合計 1,960,982 26.8 2,208,379 28.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 1,140,176 1,499,920

 ２ 長期未払金 6,489 ─

 ３ 退職給付引当金 312,767 329,060

 ４ 役員退職慰労引当金 84,004 79,345

 ５ 転貸損失引当金 15,574 13,258

 ６ 預り保証金 165,501 175,823

 ７ その他 665 2,571

   固定負債合計 1,725,176 23.5 2,099,980 27.3

  負債合計 3,686,158 50.3 4,308,359 56.1

株式会社ライフフーズ（3065）　平成21年２月期決算短信（非連結）

―11―



 
  

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,838,526 25.0 1,838,526 24.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,537,526 1,537,526

   資本剰余金合計 1,537,526 21.0 1,537,526 20.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 12,000 12,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 296,000 146,000

    繰越利益剰余金 △34,183 △168,247

   利益剰余金合計 273,816 3.7 △10,247 △0.1

 ４ 自己株式 △273 0.0 △382 0.0

   株主資本合計 3,649,596 49.7 3,365,422 43.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   繰延ヘッジ損益 △855 △1,327

   評価・換算差額等合計 △855 0.0 △1,327 0.0

  純資産合計 3,648,740 49.7 3,364,095 43.9

  負債純資産合計 7,334,899 100.0 7,672,454 100.0
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

  至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

  至 平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 13,736,843 100.0 12,818,876 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品及び原材料 

   期首たな卸高
48,301 53,613

 ２ 当期商品仕入高 19,141 17,719

 ３ 当期原材料仕入高 4,248,529 4,074,174

   合計 4,315,972 4,145,507

 ４ 他勘定振替高 ※１ 3,277 ─

 ５ 商品及び原材料 

   期末たな卸高
53,613 4,259,081 31.0 50,513 4,094,993 31.9

   売上総利益 9,477,761 69.0 8,723,883 68.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 59,832 47,032

 ２ 給与手当 1,202,456 1,157,845

 ３ 賃金 2,621,058 2,484,950

 ４ 賞与 144,855 135,231

 ５ 賞与引当金繰入額 127,346 114,354

 ６ 法定福利費 262,904 255,854

 ７ 退職給付費用 34,625 38,355

 ８ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
9,696 5,572

 ９ 広告宣伝費 292,355 191,815

 10 消耗品費 350,643 285,657

 11 水道光熱費 776,766 765,668

 12 保安清掃費 312,709 282,720

 13 賃借料 1,999,453 1,866,120

 14 リース料 133,736 119,886

 15 減価償却費 347,539 315,307

 16 修繕費 163,209 122,405

 17 その他 436,358 9,275,549 67.5 402,972 8,591,749 67.0

   営業利益 202,211 1.5 132,133 1.1

株式会社ライフフーズ（3065）　平成21年２月期決算短信（非連結）

―13―



  

 
  

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

  至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

  至 平成21年２月28日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7,325 7,640

 ２ 受取配当金 0 2

 ３ 賃貸収入 220,523 259,033

 ４ その他 72,033 299,882 2.2 59,013 325,690 2.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 31,973 22,952

 ２ 賃貸原価 218,715 249,126

 ３ 転貸損失引当金繰入額 15,574 ─

 ４ その他 18,128 284,391 2.1 8,849 280,927 2.2

   経常利益 217,702 1.6 176,895 1.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 11,340 ─

 ２ 国庫補助金 ─ 34,105

 ３ 転貸先撤退違約金 ─ 11,340 0.1 12,287 46,392 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ 38,159 39

 ２ 固定資産除却損 ※４ 45,102 48,215

 ３ 減損損失 ※５ 263,892 133,910

 ４ 店舗閉鎖関連損 ※６ 73,879 160,474

 ５ その他 12,750 433,784 3.2 69,268 411,908 3.2

   税引前当期純損失(△) △ 204,740 △ 1.5 △ 188,621 △ 1.5

   法人税、住民税 

   及び事業税
54,346 48,064

   法人税等調整額 1,977 56,323 0.4 △ 44,126 3,937 0.0

   当期純損失(△) △ 261,064 △ 1.9 △ 192,558 △ 1.5
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 364,146 ─ 4,048,199

 剰余金の配当 △137,265 △137,265

 当期純損失(△) △261,064 △261,064

 自己株式の取得 △273 △273

 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) △398,329 △273 △398,603

平成20年２月29日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 △34,183 △273 3,649,596

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成19年２月28日残高(千円) 949 4,049,148

 剰余金の配当 △137,265

 当期純損失(△) △261,064

 自己株式の取得 △273

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,805 △1,805

 事業年度中の変動額合計(千円) △1,805 △400,408

平成20年２月29日残高(千円) △855 3,648,740
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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 296,000 △34,183 △273 3,649,596

事業年度中の変動額

 別途積立金の取崩 △150,000 △150,000 ─

 剰余金の配当 △91,505 △91,505

 当期純損失(△) △192,558 △192,558

 自己株式の取得 △109 △109

 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) ─ ─ ─ △150,000 △134,064 △109 △284,173

平成21年２月28日残高(千円) 1,838,526 1,537,526 12,000 146,000 △168,247 △382 3,365,422

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益

平成20年２月29日残高(千円) △855 3,648,740

事業年度中の変動額

 別途積立金の取崩 ─

 剰余金の配当 △91,505

 当期純損失(△) △192,558

 自己株式の取得 △109

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△471 △471

事業年度中の変動額合計(千円) △471 △284,645

平成21年２月28日残高(千円) △1,327 3,364,095
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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３月１日 

  至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

  至 平成21年２月28日)

区     分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 

   又は税引前当期純損失(△)
△ 204,740 △ 188,621

 ２ 減価償却費 358,680 326,643

 ３ 減損損失 263,892 133,910

 ４ 店舗閉鎖関連損 39,942 129,331

 ５ 転貸損失引当金の増加額 15,574 △ 2,316

 ６ 賞与引当金の増加額 3,959 △ 12,992

 ７ 退職給付引当金の増加額 9,531 16,293

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額 

   (△減少額)
△ 3,746 △ 4,658

 ９ 貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 87 △ 2,290

 10 受取利息及び受取配当金 △ 7,325 △ 7,643

 11 支払利息 31,973 22,952

 12 有形固定資産売却益 △ 11,340 ─

 13 有形固定資産除却損 36,413 48,215

 14 有形固定資産売却損 38,159 39

 15 たな卸資産の減少額(△増加額) △ 309 3,510

 16 仕入債務の増加額 1,984 308,962

 17  売掛債権の減少額(△増加額) △ 2,974 1,802

 18 未払消費税等の減少額 △ 18,469 10,199

 19 その他資産の増加額 △ 23,446 70,927

 20 その他負債の減少額 △ 86,845 54,160

小     計 440,824 908,428

 21 利息及び配当金の受取額 3,376 8,284

 22 利息の支払額 △ 31,654 △ 22,826

 23 法人税等の支払額 △ 356,617 ─

 24 還付法人税等の受取額 ─ 68,589

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
55,929 962,475

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 ─ △ 600,000

 ２ 定期預金の払戻しによる収入 ─ 400,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 300,060 △ 186,005

 ４ 有形固定資産の売却による収入 43,400 2,000

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △ 1,100 △ 8,735

 ６ 差入保証金支払による支出 △ 50,736 △ 18,686

 ７ 差入保証金回収による収入 233,247 137,783

 ８ 貸付金の実行による支出 △ 23,316 △ 9,709

 ９ 貸付金の回収による収入 22,750 24,246

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 75,816 △ 259,105
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 継続企業の前提に重要な疑似を抱かせる事象又は状況 

  該当事項はありません。      

  

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

  至 平成20年２月29日)

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

  至 平成21年２月28日)

区     分
注記 

番号
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 社債償還による支出 △20,000 ─

 ２ 長期借入れによる収入 ─ 1,000,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △692,900 △645,668

 ４ 長期未払金返済による支出 △262,856 △127,528

 ５ 株式の発行による収入 ─ ─

 ６ 自己株式の取得による支出 △273 △109

 ７ 配当金の支払額 △137,015 △91,426

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△1,113,045 135,267

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
― ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△減少額)
△1,132,931 838,638

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,582,370 1,449,438

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,449,438 2,288,076
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(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

終仕入原価法を採用しております。

(2) 原材料

終仕入原価法を採用しております。

(3) 貯蔵品

終仕入原価法を採用しております。

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

同左

(2) 原材料

同左

(3) 貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備は除く)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 10年～39年

構築物 10年～20年

工具器具備品 ４年～６年

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定資産については改正法人

税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上し

ております。なお、この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べて、営業利益、経常利益は7,687千円

それぞれ減少し、税引前当期純損失は同額増加してお

ります。

（追加情報）

平成19年度の法人税法改正に伴い、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

による損益に与える影響は軽微であります。

(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)に基づく定額法を採用

しております。

 (2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、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。

３ 引当金の計上基準

(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充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるために、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により、翌事業年度から費用処理すること

としております。

(3) 退職給付引当金

同左

         

(4) 役員退職慰労引当金

役員(執行役員を含む)の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(4) 役員退職慰労引当金

同左
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前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(5) 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する

損失に備えるため、閉店し転貸を決定した店舗につ

いて、支払義務のある賃料総額から転貸による見込

賃料収入総額を控除した額等その他損失額を計上し

ております。

(5) 転貸損失引当金

店舗閉店に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する

損失に備えるため、閉店し転貸を決定した店舗につ

いて、支払義務のある賃料総額から転貸による見込

賃料収入総額を控除した額等その他損失額を計上し

ております。

（追加情報）  

 店舗の採算管理を強化しており、閉店後の転貸物件

に係る将来の賃料差損等が増加していく可能性が高く

なったため当事業年度より転貸損失引当金を計上して

おります。 

４ 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。

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の処理

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を行っております。

５ ヘッジ会計の処理

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれの

キャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両者の

変動額を基準にして検証しておりますが、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動

又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するもの

と想定することができる場合には、検証を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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(6) 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20年２月29日)

当事業年度 
(平成21年２月28日)

 

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行９行と当座貸越契約を締結しております。ま

た、平成19年12月14日付けでみずほ銀行をアレンジ

ャーとして既存取引銀行４行と１年間のコミットメ

ント期間付シンジケーション方式タームローンを締

結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額 2,000,000千円

貸出コミットメント 800,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,800,000千円

  ２ 財務制限条項 

  ① 平成17年３月28日（株式会社東京三菱銀行 現株 

    式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）締結のタームローン 

  契約書に関し、下記の条項が付されております。  

    ⅰ 本契約締結日以降の各決算期「借入人が中間  

   期にかかる報告書等または計算書類等を作成し  

   た場合には、本・中間決算期」の末日において、 

     当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成16年 

     ２月決算期末日における貸借対照表の資本の部の 

     金額の75％および直前の決算期末日における貸借 

     対照表の純資産の部の金額の75％のいずれか高い 

     方の金額以上に維持すること。  

    ⅱ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の損益計算書上の経常損益につき、２期連続 

     して損失を計上しないこと。  

   ② 平成17年９月30日（株式会社みずほ銀行）締結 

    の金銭消費貸借契約に関し、下記の条項が付され 

    ております。  

    ⅰ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成17年 

     ２月決算期末日における貸借対照表の資本の部の 

     金額の75％および直前の決算期末日における貸借 

     対照表の純資産の部の金額の75％のいずれか高い 

     方の金額以上に維持すること。  

    ⅱ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の損益計算書上の経常損益につき、２期連続 

     して損失を計上しないこと。 

 

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行９行と当座貸越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 2,000,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,000,000千円

  ２ 財務制限条項 

  ① 平成17年３月28日（株式会社東京三菱銀行 現株 

    式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）締結のタームローン  

  契約書に関し、下記の条項が付されております。  

    ⅰ 本契約締結日以降の各決算期「借入人が中間  

   期にかかる報告書等または計算書類等を作成し  

   た場合には、本・中間決算期」の末日において、 

     当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成16年 

     ２月決算期末日における貸借対照表の資本の部の 

     金額の75％および直前の決算期末日における貸借 

     対照表の純資産の部の金額の75％のいずれか高い 

     方の金額以上に維持すること。  

    ⅱ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の損益計算書上の経常損益につき、２期連続 

     して損失を計上しないこと。  

   ② 平成17年９月30日（株式会社みずほ銀行）締結 

    の金銭消費貸借契約に関し、下記の条項が付され 

    ております。  

    ⅰ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成17年 

     ２月決算期末日における貸借対照表の資本の部の 

     金額の75％および直前の決算期末日における貸借 

     対照表の純資産の部の金額の75％のいずれか高い 

     方の金額以上に維持すること。  

    ⅱ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の損益計算書上の経常損益につき、２期連続 

     して損失を計上しないこと。 

    ③ 平成19年12月14日（株式会社みずほ銀行）締結 

    の金銭消費貸借契約に関し、下記の条項が付され 

    ております。  

    ⅰ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成19年 

     ２月決算期末日における貸借対照表の資本の部の 

     金額の75％および直前の決算期末日における貸借 

     対照表の純資産の部の金額の75％のいずれか高い 

     方の金額以上に維持すること。  

    ⅱ 本契約締結日以降の各決算期の末日において、 

     当社の損益計算書上の経常損益につき、２期連続 

     して損失を計上しないこと。 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

 

 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

      営業外費用 3,277千円 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物 2,250千円

構築物 1,502千円

工具器具備品 7,588千円

合計 11,340千円

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物 35,368千円

構築物 551千円

工具器具備品 2,239千円

合計 38,159千円

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 33,164千円

構築物 1,522千円

工具器具備品 1,725千円

閉店に伴う撤去費用 8,689千円

合計 45,102千円

 

 

※１ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物 34千円

構築物 2千円

工具器具備品 2千円

合計 39千円

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 45,092千円

構築物 433千円

工具器具備品 2,690千円

合計 48,215千円

※３ 減損損失
当事業年度において、当社は下記の資産グルーピ

ングについて減損損失を計上しております。

用途 種類 金額 場所

店舗

建物、 

構築物、 

工具器具 

備品

111,853千円

大阪府 

羽曳野市 

他13店舗

賃貸物件

建物、 

構築物、 

工具器具 

備品

22,056千円

岐阜県 

岐阜市 

他１店舗

 

※５ 減損損失

当事業年度において、当社は下記の資産グルーピ

ングについて減損損失を計上しております。

用途 種類 金額 場所

店舗

建物、 

構築物、 

工具器具 

備品

245,019千円

兵庫県加古

郡播磨町 

他12店舗

賃貸物件

建物、  

構築物、  

工具器具  

備品

18,873千円
愛知県 

名古屋市

当社は資産を店舗、賃貸物件にグルーピングして

おります。店舗について売上の不振により、減損損

失263,892千円を特別損失に計上しております。

その内訳は、建物226,213千円、構築物18,391千

円、工具器具備品19,288千円であります。

なお、回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを6.0％で割り引い

て算定しております。

当社は資産を店舗、賃貸物件にグルーピングして

おります。店舗について売上の不振により、減損損

失133,910千円を特別損失に計上しております。

その内訳は、建物118,245千円、構築物6,362千

円、工具器具備品9,302千円であります。

なお、回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを6.0％で割り引い

て算定しております。

※４ 店舗閉鎖関連損
同左

※６ 店舗閉鎖関連損

当事業年度の主な内訳は、店舗の閉鎖に伴い発生

した保証金、建設協力金の放棄損失、リース契約の

整理損失、閉店後の賃料補償損失などであります。
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  自己株式の単元未満株式の買取による増加 943株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
１株当たり配当額(円)には、株式会社ジャスダック証券取引所上場記念配当2円50銭が含まれており

ます。 

  

(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)

株式の種類
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

18,302
─ 

 
─

18,302

株式の種類
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 ─ 943 ─ 943

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 137,265 7.5 平成19年２月28日 平成19年５月25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(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 91,505 5.0 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  自己株式の単元未満株式の買取による増加   724株 

  

３ 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 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類
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

18,302 ─ ─ 18,302

株式の種類
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 943 724 ─ 1,667

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 91,505 5.0 平成20年２月29日 平成20年５月23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３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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20年２月29日現在)
現金及び預金勘定 1,449,438千円

現金及び現金同等物 1,449,438千円

 

※ 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21年２月28日現在)

現金及び預金勘定 2,488,076千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △200,000千円

現金及び現金同等物 2,288,076千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 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

(借主側)

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額  
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相当額 

(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

機械及び  
装置 

92,301 27,790 64,511

工具器具  
備品 

351,105 155,778 195,326

ソフト 
ウェア

34,768 18,284 16,484

合計 478,175 201,853 276,322

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相当額 

(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械及び
 装置 

110,246 45,956 64,289

工具器具 
 備品 

341,698 149,870 191,828

ソフト
ウェア

30,344 20,075 10,268

合計 482,289 215,903 266,386

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 91,321千円

１年超 188,544千円

合計 279,865千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 93,265千円

１年超 172,492千円

合計 265,758千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 108,503千円

減価償却費相当額 103,414千円

支払利息相当額 5,148千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 99,855千円

減価償却費相当額 95,638千円

支払利息相当額 4,522千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

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

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。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・同左

利息相当額の算定方法

・同左

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的

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、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

１ 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的

同左

① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たす場合は特例処理を行っております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれ

のキャッシュ・フロー総額の変動額を比較し、両

者の変動額を基準にして検証しておりますが、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定することができる場合に

は、検証を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引については、金融機関からの借

入金残高の範囲内としており、投機目的のためには

利用し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

金利スワップ取引においては、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。

金利スワップ取引の契約先は、いずれも信用度の

高い国内の銀行であるため相手方の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断して

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

金利スワップ取引は、管理担当役員の許可の範囲

内で行われ、執行および管理は、財経部が行ってお

ります。

財経部では常にデリバティブ取引のポジション状

況を把握し、随時財経部長および管理担当役員に報

告しております。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありま

せん。

２ 取引の時価等に関する事項

同左
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該当事項はありません。 

(持分法投資損益等)
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

   該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

   該当事項はありません。 

(関連当事者との取引)
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成20年２月29日)

当事業年度
(平成21年２月28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

 賞与引当金 51,817千円

 退職給付引当金 125,546千円

 役員退職慰労引当金 34,181千円

 減損損失 185,967千円

 その他 79,740千円

   繰延税金資産小計 477,253千円

   評価性引当額 △99,450千円

   繰延税金資産合計 377,803千円

繰延税金負債

 建設協力金 △5,127千円

  その他 △1,532千円

   繰延税金負債合計 △6,660千円

 差引 繰延税金資産の純額 371,143千円

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 6,590千円

賞与引当金 46,530千円

退職給付引当金 130,876千円

役員退職慰労引当金 32,285千円

減損損失 179,986千円

その他 115,799千円

  繰延税金資産小計 512,066千円

  評価性引当額 △90,743千円

  繰延税金資産合計 421,323千円

繰延税金負債

建設協力金 5,414千円

 その他 316千円

  繰延税金負債合計 5,730千円

差引 繰延税金資産の純額 415,593千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

   

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

  税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しております。
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度、退職一時金制度及び厚生年金基金制度(総合設立

型)を設けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年２月29日現在)

退職給付債務 △424,700千円

年金資産 151,273千円

未積立退職給付債務 △273,427千円

未認識数理計算上の差異 △35,116千円

前払年金資産 △4,223千円

退職給付引当金 △312,767千円

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年２月28日現在)

退職給付債務 △419,009千円

年金資産 112,866千円

未積立退職給付債務 306,142千円

未認識数理計算上の差異 △15,499千円

前払年金資産 △7,419千円

退職給付引当金 329,060千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 42,247千円

利息費用 7,985千円

期待運用収益 △3,325千円

数理計算上の差異の費用処理額 △12,282千円

退職給付費用 34,625千円

(注) 上記のほか、自社の拠出に対応する年金資産

の額を合理的に計算することができない総合設

立型厚生年金基金の年金資産額のうち掛金拠出

割合による当社分は1,198,805千円でありま

す。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 42,886千円

利息費用 8,494千円

期待運用収益 △3,025千円

数理計算上の差異の費用処理額 △9,999千円

退職給付費用 38,355千円

(注) 上記のほか、自社の拠出に対応する年金資産

の額を合理的に計算することができない総合設

立型厚生年金基金の年金資産額のうち掛金拠出

割合による当社分は921,841千円であります。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年

(注) 上記のほか、総合設立型厚生年金基金に対す

る年金掛金拠出額(従業員負担部分を除く)が

57,475千円あります。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

退職給付見込額の期間配分方法    期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 10年

(注) 上記のほか、総合設立型厚生年金基金に対す

る年金掛金拠出額(従業員負担部分を除く)が

56,711千円あります。
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
  

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

当事業年度（自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日） 

当事業年度の付与したストック・オプションはありません。 

(ストック・オプション等関係)

決議年月日 平成13年７月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び従業員43名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 90,000

付与日 平成13年７月９日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
平成15年８月１日
～平成20年７月31日

決議年月日 平成13年７月９日

権利確定後

 期首（株） 88,000

 権利確定（株） 88,000

 権利行使（株） ─

 失効（株） ─

 未行使残（株） 88,000

決議年月日 平成13年７月９日

 権利行使価格（円） 314

 行使時平均株価（円） ─

 付与日における公正な評価単価（円） ─
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該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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（注）算定上の基礎 

  １．１株当たりの純資産額 

 
  

  ２．１株当たり当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 
１株当たり純資産額 199.37円 １株当たり純資産額 183.83円

 
１株当たり当期純損失 14.26円 １株当たり当期純損失 10.52円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、１株当たり当期純損失であるため、記載しており
ません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ
ん。

項目
前事業年度

（平成20年２月29日)
当事業年度

（平成21年２月28日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,648,740 3,364,095

普通株式に係る純資産額(千円) 3,648,740 3,364,095

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 18,302 18,302

普通株式の自己株式数（千株） 0 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株）

18,301 18,300

項目
前事業年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

損益計算書上の当期純損失（△）(千円) △261,064 △192,558

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △261,064 △192,558

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,301 18,300

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
新株予約権

─ ─

普通株式増加数（千株） ─ ─

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まれなかった潜在株

式の概要

平成13年７月９日臨時株
主総会決議による新株予
約権(ストック・オプシ
ョン)１種類(潜在株式の
数88,000株)なお、行使
期間は平成20年７月31日
までであります。

  
 

─
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

当社は、 終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。

当事業年度における仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

5. その他

(1)役員の異動

(2)生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

 ② 仕入実績

業態

前事業年度 
(自 平成19年3月 1日 
 至 平成20年2月29日)

当事業年度
(自 平成20年3月 1日 
 至 平成21年2月28日)

比較増減

仕入高 (千円) 仕入高 (千円) 仕入高 (千円)
前年同期比

(％)

ザめしや 2,942,925 2,729,762 △ 213,162 92.8

街かど屋 (ザめしや24) 554,809 628,216 73,406 113.2

めしや食堂 621,534 594,339 △ 27,195 95.6

めんむす 273,601 226,357 △ 47,244 82.7

めしやっこ 65,927 65,103 △ 824 98.8

讃岐製麺 ― 44,578 44,578 ―

その他 47,983 14,418 △ 33,565 30.0

合計 4,506,783 4,302,775 △ 204,007 95.5

 ③ 販売実績

業態

前事業年度 
(自 平成19年3月 1日 
 至 平成20年2月29日)

当事業年度
(自 平成20年3月 1日 
 至 平成21年2月28日)

比較増減

販売高 (千円) 販売高 (千円) 販売高 (千円)
前年同期比

(％)

ザめしや 9,008,626 8,140,265 △ 868,361 90.4

街かど屋 (ザめしや24) 1,743,719 1,914,025 170,305 109.8

めしや食堂 1,833,464 1,675,456 △ 158,008 91.4

めんむす 811,381 692,433 △ 118,947 85.3

めしやっこ 192,021 183,733 △ 8,287 95.7

讃岐製麺 ― 170,114 170,114 ―

その他 147,629 42,847 △ 104,781 29.0

合計 13,736,843 12,818,876 △ 917,966 93.3
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