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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 26,469 19.5 1,213 △8.7 1,117 △13.0 473 △22.3

20年3月期 22,157 15.7 1,328 25.3 1,284 25.0 609 28.3

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3月期 101.41 ― 19.0 8.6 4.6
20年3月期 130.45 ― 29.2 12.4 6.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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

21年3月期 14,832 2,660 17.9 569.65
20年3月期 11,181 2,326 20.8 498.24

（参考） 自己資本   21年3月期  2,660百万円 20年3月期  2,326百万円

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

21年3月期 1,137 △3,000 2,390 2,737
20年3月期 1,245 △1,694 869 2,209

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 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 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 140 23.0 6.7
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 140 29.6 5.6

22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 28.6

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

15,300 21.1 600 △11.2 500 △21.2 180 △39.3 38.55

通期 32,000 20.9 1,420 17.0 1,200 7.4 490 3.6 104.93
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は13ページ「重要な会計方針」と16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） 

（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、25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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 4,674,000株 20年3月期 4,674,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  4,350株 20年3月期  4,350株

※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、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料３ページの「次期の見通し」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経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の

大幅な変動などから企業収益が減少し、雇用情勢などを含め、景気は厳しい状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、上半期はガソリン価格の高騰・食材価格の上昇等により消費者マインドが冷え込んでお

りましたが、下半期に入ってガソリン価格が下落した後も個人消費は回復せず、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと当社では、新規出店による業容の拡大を図りながら、季節限定新商品の投入や既存商品のブ

ラッシュアップによる商品力の強化と、お客様のニーズに合わせた店舗販促を実施することにより既存店の売上高を

維持し、業績の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当事業年度の業績は、売上高264億69百万円（前事業年度比19.5％増）、営業利益12億13百万円（同

8.7％減）、経常利益11億17百万円（同13.0％減）、当期純利益は４億73百万円（同22.3％減）となりました。 

  

   部門別の業績は、次のとおりであります。 

＜直営店部門＞ 

 当事業年度における新規出店82店舗と加盟店７店舗の直営店化により、直営店総店舗数は364店舗となり、売上高

は237億69百万円（前事業年度比23.3％増）となりました。 

＜フランチャイジー (加盟店) 部門＞ 

 当事業年度における加盟店店舗は１店舗の新規出店と７店舗の直営店化により、加盟店総店舗数は58店舗となり、

売上高は22億46百万円（前事業年度比7.4％減）となりました。 

＜その他の部門＞ 

当事業年度における外販売上は３億18百万円（前事業年度比3.7％減）となりました。 

  

（次期の見通し） 

 次期における外食産業を取り巻く環境は、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷などにより、厳しい状況が

続くものと予想されます。 

 当社におきましては、食の安全・安心のさらなる追求と、季節感のある期間限定商品や独自性のある新商品を適時

投入しながら、既存商品のブラッシュアップによる商品力の強化に取り組むことで、お客様の満足度向上に努めてま

いります。 

 通期の業績見通しにつきましては、売上高320億円、営業利益14億20百万円、経常利益12億円、当期純利益４億90

百万円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末における資産は148億32百万円となり、前事業年度末に比べ36億51百万円の増加となりました。

これは、現金及び預金が５億27百万円増加したこと、及び新規出店を主因として有形固定資産が24億円、差入保

証金が３億23百万円増加したこと等によるものです。 

 負債につきましては121億72百万円となり、前事業年度末に比べ33億17百万円の増加となりました。これは、

主に長期借入金が21億45百万円増加したこと等によるものです。 

 純資産につきましては26億60百万円となり、前事業年度末に比べ３億33百万円の増加となりました。 

この結果、自己資本比率は、17.9％となりました。 

  

 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（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末に比べ５億27百万

円（前事業年度比23.9％増）増加し、27億37百万円となりました。 

 当事業年度中における各キャッシュ・フロー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＞ 

  当事業年度において営業活動の結果得られた資金は11億37百万円（前事業年度比8.7％減）となりました。 

 これは主に、税引前当期純利益９億90百万円と減価償却費５億21百万円の獲得資金がある一方で、法人税等

の支払額が７億４百万円となったこと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＞ 

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は30億円（前事業年度比77.0％増）となりました。 

 これは主に、積極的な新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出21億66百万円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＞ 

 当事業年度において財務活動の結果得られた資金は23億90百万円（前事業年度比175.0％増）となりました。

 これは主に、長期借入による資金調達49億70百万円を行う一方で、長期借入金の返済を24億60百万円行った

こと等によるものであります。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主に対する利益配分に関しましては、配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化

のための内部留保充実もふまえ、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。 

 以上の配当方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり15円と致す予定であります。これ

により中間配当金を加えました当事業年度の年間配当金は、１株当たり30円となります。 

 なお、本件は2009年６月18日に開催を予定しております第40回定時株主総会におきまして、付議する予定でありま

す。 

 次期におきましても当事業年度と同様に、配当性向の重視と安定配当の継続を基本としつつ、経営基盤強化のため

の内部留保充実もふまえ、業績に応じた利益配分を行うという基本方針に変わりはありません。 

 上記方針に従い、次期の配当につきましても中間配当金15円、期末配当金15円の１株当たりの年間配当金30円を考

えております。 
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(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に重大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。 

① 原材料について 

 主力商品のひとつである「親子丼」において、鳥インフルエンザの発生等による鶏肉への不安感から販売不振が

発生するリスクが考えられます。また農作物は天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リスクを負って

おります。当社は食材の安全性及び安定的な調達の確保に取り組んでおりますが、上記諸事情等により仕入価格の

高騰や食材の不足等が発生した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② フランチャイジー(加盟店)との関係について 

 当社は加盟店希望者とフランチャイズ契約を締結し、特定地区において店舗を出店する権利を付与しておりま

す。加盟店の事業活動結果としての損益責任は、契約上当社が法的責任を負わないことを明記しておりますが、当

社は加盟店に対して加盟店の事業活動に伴う食材卸売り等の売掛債権を有しており、加盟店の経営悪化による貸倒

引当金の増加が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 新規出店について 

 新規出店に際しては、立地条件・賃借条件を十分検討の上、出店計画に基づき取り組んでおりますが、優良物件

の獲得競争の激化等により新規出店が計画通り実現できない場合、また、新規店舗の業績が計画通りに推移しない

場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 法的規制について 

 当社の直営店及び加盟店は、「食品衛生法」に基づき、厚生労働省令の定めにより都道府県知事から飲食店営業

の許可を受けております。万一、食中毒等が発生した場合には、一定期間の営業停止もしくは営業許可の取消を命

じられることがあります。また、これによる被害者からの損害賠償請求及び信用力・ブランドイメージの低下によ

る売上の減少が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 減損会計について  

 当社において、今後固定資産の減損会計に基づき減損損失を計上することになった場合に、当社の経営成績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当社は「こだわり卵の親子丼」と「京風うどん」を中心とした和風ファストフード店、及びそのチェーン本部の経

営を行っております。 

 当社は親会社である株式会社ゼンショーを中心とする企業集団に属しております。 

 株式会社ゼンショーはフード業を営んでおります。 

   

 事業系統図は次のとおりであります。 

  

 

 お       客       様 

フランチャイズ加盟店 

商品とサービスの提供 

食材等の販売 

当              社 

ロイヤリティの受取

商品とサービスの提供 

親会社の子会社 
株式会社グローバルテーブルサプライ 

厨房備品の購入

親会社の子会社 
株式会社グローバルフレッシュサプライ 

食材の物流委託

親会社の子会社 
株式会社グローバル・ウェア 

ユニフォームの購入

親会社 
株式会社ゼンショー 

仕入サポート 

商品開発サポート 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は常に食の安全を 優先に考え、商品開発を行っております。「心のこもった元気なおもてなし」のもと、

「安全で美味しい商品」を「清潔で明るいお店」で、「スピーディーに提供」することで、より多くのお客様に元気

になっていただくことにより社会貢献することを、経営方針としております。  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、今後ともファストフードチェーンとして成長を続けるための経営指標として、売上高経常利益率を重視し

ております。新規出店の拡大、既存店売上高の向上と同時に、業務の効率化によるコスト削減に取り組み、継続的に

利益を確保できる体制の確立を推し進めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 独自性のある新商品の適時投入、効果的な販売促進活動と商品構成を含めた商品戦略の確立をもって売上高と客数

の増加を図り、競合他社との差別化を明確にできるブランド力の確立と浸透を目指してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 外食業界を取り巻く環境は、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷などにより、厳しい状況が続くものと考

えており、今後も季節感のある期間限定商品や独自性のある新商品を適時投入しながら、既存商品のブラッシュアッ

プによる商品力の強化に取り組むことで、お客様の満足度向上に努めてまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2008年３月31日) 

当事業年度 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,209,345 2,737,080

売掛金 355,767 309,124

商品 71,511 －

商品及び製品 － 84,767

貯蔵品 22,543 －

原材料及び貯蔵品 － 25,705

前払費用 263,226 317,088

未収入金 16,990 15,798

短期貸付金 25,531 16,987

繰延税金資産 127,851 126,992

その他 47,586 27,635

貸倒引当金 △15,528 △13,630

流動資産合計 3,124,826 3,647,552

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,603,683 7,312,733

減価償却累計額 △1,168,852 △1,492,699

建物（純額） 4,434,830 5,820,033

構築物 147,793 258,547

減価償却累計額 △43,838 △59,324

構築物（純額） 103,955 199,222

工具、器具及び備品 226,221 432,396

減価償却累計額 △114,742 △135,072

工具、器具及び備品（純額） 111,479 297,324

リース資産 － 775,827

減価償却累計額 － △79,176

リース資産（純額） － 696,651

建設仮勘定 29,872 67,159

有形固定資産合計 4,680,137 7,080,392

無形固定資産   

のれん 51,862 58,419

ソフトウエア 58,379 78,850

電話加入権 301 301

ソフトウエア仮勘定 11,516 31,773

無形固定資産合計 122,060 169,345

投資その他の資産   

出資金 468 488

長期貸付金 437,984 732,746

従業員長期貸付金 5,064 3,788

長期前払費用 59,158 71,657

長期前払家賃 130,411 187,525

差入保証金 2,455,135 ※1  2,778,326

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 57,098 61,047

その他 21,466 11,604

貸倒引当金 △12,695 △12,274

投資その他の資産合計 3,254,093 3,934,909

固定資産合計 8,056,291 11,184,647

資産合計 11,181,117 14,832,199
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（単位：千円）

前事業年度 
(2008年３月31日) 

当事業年度 
(2009年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  830,667 ※1  890,081

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,984,358 ※1  2,772,808

リース債務 － 158,037

未払金 302,999 436,738

未払費用 228,100 279,594

未払法人税等 427,132 247,206

未払消費税等 54,725 41,499

預り金 13,782 20,186

前受収益 29,467 29,233

役員賞与引当金 12,000 6,000

賞与引当金 130,000 122,000

その他 641 846

流動負債合計 4,013,875 5,104,232

固定負債   

長期借入金 3,594,830 5,740,819

関係会社長期借入金 696,250 271,250

リース債務 － 579,785

退職給付引当金 94,379 －

預り保証金 419,225 372,434

その他 35,972 103,611

固定負債合計 4,840,657 7,067,900

負債合計 8,854,533 12,172,133

純資産の部   

株主資本   

資本金 684,880 684,880

資本剰余金   

資本準備金 471,787 471,787

資本剰余金合計 471,787 471,787

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,173,074 1,506,556

利益剰余金合計 1,173,074 1,506,556

自己株式 △3,157 △3,157

株主資本合計 2,326,584 2,660,066

純資産合計 2,326,584 2,660,066

負債純資産合計 11,181,117 14,832,199
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 

 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 

 至 2009年３月31日) 

売上高   

商品売上高 22,036,460 26,334,950

その他の営業収入 ※1  121,504 ※1  134,271

売上高合計 22,157,964 26,469,222

売上原価   

期首商品たな卸高 53,926 71,511

当期商品仕入高 7,559,784 ※4  8,720,834

合計 7,613,711 8,792,346

期末商品たな卸高 71,511 84,767

商品売上原価 7,542,199 8,707,578

売上総利益 14,615,765 17,761,644

販売費及び一般管理費 ※2・3  13,286,801 ※2・3  16,548,016

営業利益 1,328,964 1,213,627

営業外収益   

受取利息 18,424 21,873

不動産賃貸料 45,501 34,516

その他 62,900 60,403

営業外収益合計 126,826 116,793

営業外費用   

支払利息 ※4  85,775 ※4  117,219

不動産賃貸経費 46,064 34,410

たな卸資産処分損 10,063 6,797

その他 29,219 54,254

営業外費用合計 171,122 212,681

経常利益 1,284,667 1,117,739

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 255

退去補償金 24,660 －

特別利益合計 24,660 255

特別損失   

貸倒損失 － 3,532

固定資産除却損 ※5  101,759 ※5  85,249

減損損失 ※6  6,900 ※6  23,031

解約違約金 － 15,079

その他 9,970 620

特別損失合計 118,629 127,512

税引前当期純利益 1,190,697 990,481

法人税、住民税及び事業税 592,700 520,000

法人税等調整額 △11,180 △3,089

法人税等合計 581,519 516,910

当期純利益 609,178 473,571
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 

 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 

 至 2009年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 684,880 684,880

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 684,880 684,880

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 471,787 471,787

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 471,787 471,787

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 694,646 1,173,074

当期変動額   

剰余金の配当 △130,750 △140,089

当期純利益 609,178 473,571

当期変動額合計 478,427 333,481

当期末残高 1,173,074 1,506,556

自己株式   

前期末残高 △3,157 △3,157

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △3,157 △3,157

株主資本合計   

前期末残高 1,848,156 2,326,584

当期変動額   

剰余金の配当 △130,750 △140,089

当期純利益 609,178 473,571

当期変動額合計 478,427 333,481

当期末残高 2,326,584 2,660,066

純資産合計   

前期末残高 1,848,156 2,326,584

当期変動額   

剰余金の配当 △130,750 △140,089

当期純利益 609,178 473,571

当期変動額合計 478,427 333,481

当期末残高 2,326,584 2,660,066
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2007年４月１日 

 至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 

 至 2009年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,190,697 990,481

減価償却費 329,660 521,696

無形固定資産償却費 65,982 39,197

長期前払費用償却額 31,256 26,904

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,123 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,199 △271

破産更生債権の増減額（△増加） 7,326 －

受取利息 △18,424 △21,873

支払利息 85,775 117,219

有形固定資産除売却損益（△は益） 92,898 85,249

貸倒損失 － 3,532

減損損失 6,900 23,031

店舗退去補償金 △24,600 －

賃貸借契約解約損 6,180 －

売上債権の増減額（△は増加） 37,364 38,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,534 △16,418

その他営業債権の増減額（△増加） △41,185 1,182

仕入債務の増減額（△は減少） 64,935 59,413

営業保証金の純増減額（△減少） △2,400 400

その他営業債務の増減額（△減少） 50,532 111,012

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,148 △13,226

その他 5,940 －

小計 1,896,378 1,957,079

利息の受取額 5,552 5,495

利息の支払額 △87,689 △120,408

法人税等の支払額 △568,429 △704,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,245,811 1,137,916

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,253,031 △2,166,683

店舗退去による補償金収入 24,600 －

無形固定資産の取得による支出 △61,554 △80,926

貸付けによる支出 △194,146 △393,720

貸付金の回収による収入 47,015 54,352

敷金保証金等の支払による支出 △318,031 △399,051

敷金及び保証金の回収による収入 71,377 26,965

預り保証金の返還による支出 △866 △44,914

預り保証金の受入による収入 － 3,200

その他 △10,360 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,694,998 △3,000,777

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000

長期借入れによる収入 3,350,000 4,970,000

長期借入金の返済による支出 △2,350,594 △2,460,561

リース債務の返済による支出 － △78,950

配当金の支払額 △129,961 △139,892

財務活動によるキャッシュ・フロー 869,444 2,390,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 420,257 527,735

現金及び現金同等物の期首残高 1,789,088 2,209,345

現金及び現金同等物の期末残高 2,209,345 2,737,080
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継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１．デリバティブの

評価基準及び評価

方法 

 時価法 同左 

２．たな卸資産の評

価基準及び評価方

法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法 

  

  

  

────── 

(1）商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定） 

  

（会計方針の変更）  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、当事業年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、移動平均

法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

 なお、この変更による当事業年度の営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響はありません。 

  (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法 

(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 

 定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。  

  建 物    ８～34年  

  構築物    ７～20年 

  工具器具備品 ３～20年 

  

（会計方針の変更） 

 当期より法人税法の改正に伴い、2007年

４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

 なお、この変更により、従来の方法によ

った場合に比べ、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ4,683千円減

少しております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。  

  建 物    ８～34年  

  構築物    ７～20年 

  工具器具備品 ３～20年 

  

──────   
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項目 
前事業年度 

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

３．固定資産の減価

償却の方法   

  

 （追加情報） 

 当期より法人税法の改正に伴い、2007年

３月31日以前に取得した有形固定資産につ

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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響額は軽微

であります。   

─────── 

  

  

(2）リース資産   

 ───────  

(2）リース資産   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

 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。 

 なお、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・リース取引のうち、リース取引開始日

が企業会計基準第13号「リース取引に関す

る会計基準」の適用初年度開始前のリース

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。

  

  

(3）無形固定資産 

 定額法 

 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（５～７

年）に基づいております。 

 のれんについては、投資の効果が及ぶ期

間(５年)で均等償却しております。  

(3）無形固定資産  

同左  

 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。 

 のれんについては、投資の効果が及ぶ期

間(５年)で均等償却しております。 

  

  

(4）長期前払費用  

  定額法 

(4）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、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）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額を計上しております。  

(2）役員賞与引当金 

同左 

  (3）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務の見込額を計上して

おります。 

(4）退職給付引当金 

───────  
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項目 
前事業年度 

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

４．引当金の計上基

準  

───────  

  

 (追加情報） 

 当社は、2008年４月に退職一時金制度を

廃止し、前払退職金制度を導入しておりま

す。 

 退職一時金制度の廃止時点における退職

金については、全従業員に対して、退職時

に支給となるため書面による金額通知を実

施しております。これに伴い、退職一時金

制度の廃止時点までにかかる退職金は、退

職時に支給となり、従業員ごとの債務が確

定したため、退職給付引当金残高を全額取

り崩し、固定負債「その他」(長期未払金)

に計上しております。 

 なお、前払退職金制度の導入後の前払退

職金発生額は「未払金」として計上してお

ります。  

５．リース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

───────  

６．ヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、金利スワ

ップの特例処理の要件を満たすため、特例

処理によっております。  

(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 金利スワップ取引 

 ヘッジ対象 変動金利の特定借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 同左 

ヘッジ対象 同左 

  (3）ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリスク回避を目的

として利用しており、リスクヘッジ目的以

外の取引は行わない方針であります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理

によっているため有効性の評価を省略して

おります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．キャッシュ・フ

ロー計算書におけ

る資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

───────  リース取引に関する会計基準の適用  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改定））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））を当事業年度

より適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 この変更に伴い、営業利益は1,877千円増加し、経常

利益及び税引前当期純利益は4,277千円減少しておりま

す。   

前事業年度 
（2008年３月31日） 

当事業年度 
（2009年３月31日） 

※１ 関係会社項目 ※１ 関係会社項目 

関係会社に対する負債には次のものがあります。 

   （区分掲記したものを除く） 

関係会社に対する資産・負債には次のものがありま

す。 

   （区分掲記したものを除く） 

流動負債    

買掛金     396,915千円

一年内返済予定の 

長期借入金  
425,000千円

固定資産    

 差入保証金   266,712千円

流動負債    

買掛金      743,130千円

一年内返済予定の 

長期借入金  
 425,000千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

※１ その他の営業収入の内容は次のとおりでありま

す。 

※１ その他の営業収入の内容は次のとおりでありま

す。 

ロイヤリティ収入      106,720千円

その他の収入       14,783千円

ロイヤリティ収入       99,992千円

その他の収入    34,279千円

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は82％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

18％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は84％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

16％であります。主要な費目及び金額は、次のとお

りであります。 

広告宣伝・販売促進費      713,053千円

運賃 309,583千円

給料手当・賞与 5,264,240千円

役員賞与引当金繰入額      12,000千円

賞与引当金繰入額      130,000千円

退職給付費用       15,972千円

地代家賃・水道光熱費    3,170,511千円

賃借料   612,202千円

減価償却費 329,660千円

無形固定資産償却費 65,982千円

長期前払費用償却費 31,256千円

広告宣伝・販売促進費   1,215,619千円

運賃     372,220千円

給料手当・賞与 6,424,658千円

役員賞与引当金繰入額 6,000千円

賞与引当金繰入額    122,000千円

退職給付費用 －千円

地代家賃・水道光熱費 4,057,094千円

賃借料 702,781千円

減価償却費 521,696千円

無形固定資産償却費 39,197千円

長期前払費用償却費 26,904千円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

              17,715千円 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 

19,064千円 

※４ 関係会社との取引に係るものは次のとおりであり

ます。 

     関係会社への支払利息         16,770千円 

※４ 関係会社との取引に係るものは次のとおりであり

ます。 

関係会社からの仕入高 6,865,968千円

関係会社への支払利息 11,411千円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物      81,553千円

構築物  2,390千円

工具器具備品  6,863千円

その他    10,951千円

建物    85,012千円

構築物 216千円

工具器具備品 20千円

その他 －千円

※６ 減損損失 ※６ 減損損失 

  以下の減損損失を計上しております。   以下の減損損失を計上しております。 

用途 種類 金額(千円) 

 直営店舗１店舗 

（大阪府高槻市） 
建物 6,900 

用途 種類 金額(千円) 

 直営店舗２店舗 

(埼玉県ふじみの市他)
建物 23,031 

   資産のグルーピングは、店舗単位とし、本社及び

店舗研修施設は共用資産として行っております。こ

のうち、営業損益が悪化している店舗について、帳

簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減

損損失(6,900千円)として、特別損失に計上いたしま

した。 

 なお、回収可能価額は使用価値を使用し、将来キ

ャッシュ・フロー見積額を５％で割引いて計算して

おります。  

   資産のグルーピングは、店舗単位とし、本社及び

店舗研修施設は共用資産として行っております。こ

のうち、営業損益が悪化している店舗について、帳

簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減

損損失(23,031千円)として、特別損失に計上いたし

ました。 

 なお、回収可能価額は使用価値を使用し、将来キ

ャッシュ・フロー見積額を５％で割引いて計算して

おります。  
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項    

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 
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 4,674,000 － － 4,674,000 

合計 4,674,000 － － 4,674,000 

自己株式        

普通株式 4,350 － － 4,350 

合計 4,350 － － 4,350 

 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 

2007年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 60,705 13 2007年３月31日 2007年６月22日 

2007年11月16日 

取締役会 
普通株式 70,044 15 2007年９月30日 2007年12月10日 

 決議 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2008年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 70,044 利益剰余金 15 2008年３月31日 2008年６月20日 
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当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項    

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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。 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 4,674,000 － － 4,674,000 

合計 4,674,000 － － 4,674,000 

自己株式        

普通株式 4,350 － － 4,350 

合計 4,350 － － 4,350 

 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 

2008年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 70,044 15 2008年３月31日 2008年６月20日 

2008年11月11日 

取締役会 
普通株式 70,044 15 2008年９月30日 2008年12月８日 

 決議 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

2009年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 70,044 利益剰余金 15 2009年３月31日 2009年６月19日 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（2008年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 2,209,345 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 2,209,345 

（2009年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 2,737,080 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 2,737,080 

㈱なか卯 （7627） 2009年３月期決算短信（非連結）

- 19 -



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３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 

１．ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、店舗における厨房機器（工具、器具及

び備品）であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、企業会計基準第13号「リー

ス取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリー

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、その内容は以下のとおり

であります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 
（附属設備） 5,520 4,599 920 

工具器具備品 2,669,105 1,061,900 1,607,204 

ソフトウェア 7,775 5,143 2,631 

合計 2,682,400 1,071,644 1,610,756 

 
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） 

建物 
（附属設備） 

－ － － 

工具器具備品 2,232,901 1,076,610 1,156,290 

ソフトウェア 4,288 2,573 1,715 

合計 2,237,190 1,079,183 1,158,006 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内      486,917千円

１年超    1,156,753千円

合計    1,643,670千円

１年内   433,865千円

１年超 754,398千円

合計    1,188,263千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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      518,510千円

減価償却費相当額      487,861千円

支払利息相当額       37,709千円

支払リース料     528,430千円

減価償却費相当額   496,305千円

支払利息相当額     35,970千円

(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 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内        1,584千円

１年超        3,241千円

合計        4,826千円

１年内        861千円

１年超      1,496千円

合計        2,358千円
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（有価証券関係） 

前事業年度（2008年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（2009年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

(1）取引の内容 

 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 

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）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、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。 

(3）取引の利用目的 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、金利スワップの特例

処理の要件を満たすため、特例処理によっておりま

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 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 変動金利の特定借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

③ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリスク回避を目的として利用

しており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方

針であります。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理によってい

るため有効性の評価を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）  

 該当事項はありません。   

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 

  

当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）  

 該当事項はありません。   

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、2008年４月に退職一時金制度を廃止し、前払退職金制度を導入しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

  

３．退職給付費用の内訳 

  

４．退職給付債務の計算基礎 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

     前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

      該当事項はありません。 

     当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

      該当事項はありません。 

（企業結合等関係） 

     前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日）  

     該当事項はありません。 

  

     当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日）  

      該当事項はありません。  

 
前事業年度 

（2008年３月31日） 
当事業年度 

（2009年３月31日） 

退職給付引当金（千円） 94,379 － 

 
前事業年度 

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

勤務費用（千円） 15,972 － 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３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。 

当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３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。 

前事業年度 
（2008年３月31日） 

当事業年度 
（2009年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,526 

賞与引当金損金算入限度超過額 51,968 

未払事業税 35,160 

未払事業所税 5,991 

退職給付引当金損金算入限度超過額 38,318 

長期未払金 2,808 

未払費用 12,280 

のれん一括償却 8,668 

長期前受収益 583 

減損損失 5,174 

その他 24,665 

  小計 188,141 

評価性引当額 △3,191 

繰延税金資産計 184,950 

（単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,213 

賞与引当金損金算入限度超過額 49,532 

未払事業税 23,248 

未払事業所税 6,706 

退職給付引当金損金算入限度超過額 － 

長期未払金 40,206 

未払費用 4,831 

のれん一括償却 2,421 

長期前受収益 495 

減損損失 14,128 

その他 47,381 

  小計 197,161 

評価性引当額 △9,121 

繰延税金資産計 188,040 

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 

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 

  

 
  (単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.3 

住民税均等割等 7.5 

法人税 特別控除 △0.2 

役員賞与他 0.7 

減損損失 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 49.0 

   
  

 
  (単位：%) 

法定実効税率 40.6

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.2 

住民税均等割等 10.8 

法人税 特別控除 － 

役員賞与他 0.0 

減損損失 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 52.2 

   

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産

及び繰延税金負債の金額等 

 該当事項はありません。 

３．法人税等の税率変更により修正された繰延税金資産

及び繰延税金負債の金額等 

 該当事項はありません。 
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（関連当事者情報） 

前事業年度（自2007年４月１日 至2008年３月31日） 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 食材の仕入取引及び店舗の賃貸借取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、買掛金及び未払金には消費税等を含んでおります。 

当事業年度（自2008年４月１日 至2009年３月31日） 

（追加情報）  

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準11号 平成18年10月17日)及び「関連当事

者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

 １．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

       食材の仕入取引及び店舗の賃貸借取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、買掛金及び未払金には消費税等を含んでおります。 

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   親会社情報 

   株式会社ゼンショー（株式会社東京証券取引所に上場） 

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 

親会社 
㈱ゼンシ

ョー 

東京都

港区 
10,089,805 フード業 

  

64.32％ 
兼任 

 ４名 

食材の

仕入先 

 食材の購入 3,744,554  買掛金 396,915 

 資金の 

 調達 

 資金の返済 425,000 短期借入金 425,000 

      長期借入金 696,250 

  
 利息の支払 16,770 未払費用 441 

店舗の

賃貸借

 賃料の支払 105,056 差入保証金 98,220 

業務委託

に関する

契約 

 業務委託 221,579 未払金 21,858 

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 

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 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

親会社 
㈱ゼンシ

ョー  

東京都

港区 
10,089,805 フード業 

(被所有) 

直接

64.29％ 

役員の兼任         

食材の仕入 食材の購入 6,865,968 買掛金 743,130 

資金の調達 資金の返済 425,000 短期借入金 425,000 

      長期借入金 271,250 

  利息の支払 11,411 未払費用  253 

店舗の賃貸借 賃料の支払 316,623 差入保証金 266,712 

業務委託に関す

る契約  
業務委託 264,692 未払金  29,378 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

項目 
前事業年度 

（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

１株当たり純資産額（円） 498.24 569.65 

１株当たり当期純利益金額（円） 130.45 101.41 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 
前事業年度 

(自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日) 

当事業年度 
(自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益（千円）  609,178 473,571 

 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） 609,178 473,571 

 期中平均株式数（千株） 4,669 4,669 
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５．販売の状況 

 当社は、直営店での販売及びフランチャイズシステムによる加盟店への原材料等の販売を主たる事業としているた

め、生産及び受注の状況は記載しておりません。 

部門別売上高実績 

 （注） チェーン全店末端売上高は次のとおりです。 

部門別 

前事業年度 
（自 2007年４月１日 
至 2008年３月31日） 

当事業年度 
（自 2008年４月１日 
至 2009年３月31日） 

対前年比 

売上高（千円）
構成比 
（％） 

売上高（千円）
構成比 
（％） 

増減金額(千円) 
増減率 
（％） 

直営店部門            

なか卯店 19,279,770 87.0 23,769,498 89.8 4,489,727 23.3 

小計 19,279,770 87.0 23,769,498 89.8 4,489,727 23.3 

フランチャイジー（加盟店） 

部門  
            

食材他  2,425,677 10.9 2,246,836 8.5 △178,841 △7.4 

 小計 2,425,677 10.9 2,246,836 8.5 △178,841 △7.4 

その他部門            

外販売上 331,011 1.5 318,615 1.2 △12,396 △3.7 

    小計 331,011 1.5 318,615 1.2 △12,396 △3.7 

商品売上高計 22,036,460 99.4 26,334,950 99.5 4,298,489 19.5 

その他の営業収入部門            

ロイヤリティ収入 106,720 0.5 99,992 0.4 △6,727 △6.3 

その他の収入 14,783 0.1 34,279 0.1 19,495 131.9 

その他の営業収入計 121,504 0.6 134,271 0.5 12,767 10.5 

合計 22,157,964 100.0 26,469,222 100.0 4,311,257 19.5 

 
前事業年度 

 （千円）

当事業年度 

 （千円）

増減金額 

 （千円）

直営店 19,279,770 23,769,498 4,489,727 

フランチャイジー（加盟店） 5,498,228 5,020,892 △477,335 

合計 24,777,999 28,790,391 4,012,391 
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６．その他 

役員の異動 

①代表取締役の異動  

新任代表取締役候補  

 代表取締役社長 高山 孝之（現 常務取締役） 

  

退任予定代表取締役 

  住田 正則（現 代表取締役社長） 

※株式会社華屋与兵衛（株式会社ゼンショーの子会社）代表取締役社長就任予定 

②就任予定日 

2009年６月18日 
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