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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 54,986 10.5 6,088 16.2 6,190 17.9 3,216 18.5
20年3月期 49,767 5.4 5,237 △2.2 5,250 0.3 2,713 8.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 147.31 147.17 13.4 12.8 11.1
20年3月期 124.32 124.15 12.2 11.2 10.5

（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 50,295 25,273 50.1 1,154.42
20年3月期 46,719 22,958 49.0 1,048.92

（参考） 自己資本   21年3月期  25,205百万円 20年3月期  22,901百万円

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 6,352 △2,776 △158 6,072
20年3月期 5,211 △3,647 △2,429 2,657

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ― 12.00 ― 23.00 35.00 764 28.2 3.4
21年3月期 ― 17.00 ― 23.00 40.00 873 27.2 3.6
22年3月期 

（予想）
― 20.00 ― 20.00 40.00 24.2

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

28,438 5.9 3,244 5.6 3,285 4.2 1,797 0.6 82.33

通期 57,642 4.8 6,558 7.7 6,656 7.5 3,611 12.3 165.40

－1－



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

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 23,286,230株 20年3月期 23,286,230株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,452,393株 20年3月期  1,453,111株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 54,848 10.5 6,114 16.3 6,216 17.9 3,208 20.7
20年3月期 49,652 5.4 5,256 △2.5 5,270 △0.0 2,658 4.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 146.96 146.82
20年3月期 121.79 121.63

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 50,289 25,270 50.1 1,154.29
20年3月期 46,707 22,951 49.0 1,048.56

（参考） 自己資本 21年3月期  25,202百万円 20年3月期  22,893百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の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、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。業績予想の前提、その他関連する事項については、４ページを参照してください。 

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

28,369 5.8 3,253 5.3 3,294 4.0 1,806 1.5 82.74

通期 57,500 4.8 6,572 7.5 6,670 7.3 3,624 13.0 166.03

－2－



 
 

 当連結会計年度における経済情勢は、前半におきましてはアジア諸国の工業発展と生活レベル向上に

よる需要拡大、投機マネーの偏流入、原油高やバイオ燃料の普及等により主要穀物等の価格が上昇を続

け、一時期には前年比２倍程度まで高騰、さらに後半におきましては昨年９月にリーマンブラザーズが

破綻し金融信用収縮と株価大暴落による世界的な景気、需要後退がおこるなど混迷の一年となりまし

た。 

 わが国におきましても、原油価格等が上昇したことによるガソリンや日用品の高騰がおこり、また世

界的な株価大暴落により2008年度の日経平均株価は４２％下落、2009年２月および３月にバブル崩壊後

安値を更新するなど記録的な株安となりました。さらに外需の低迷や円高も相俟って企業収支が大幅

に悪化し、３月には倒産企業件数が６年ぶりに1500件を超え、非正規社員の解雇などによる雇用不安が

拡大するなど、わが国経済は極端な消費減状態となりました。 

 また外食業界におきましても、ガソリン高による郊外型店舗の苦戦、相次ぐ原材料価格の高騰と景気

の先行き不透明感からくる外食費節約志向に加え、多発する食品事件により消費者の食品に対する視線

も厳しさを増し、依然厳しい経営環境が続いた一年となりました。 

 このような状況の中、当社グループは、 

一．注文をいただいてからの、手作り料理へのこだわり、調理の可視化 

一．お客様ニーズに対応した個店毎の販促訴求と本部の店舗支援 

一．店長から社員、先輩から後輩への、調理及びマネジメント技術の伝承と進化 

一．店長・チーフを中心とした接客研修の強化 

以上４点を中心に取り組んでまいりました。また５月１日より餃子の値上げを行いましたが、トータル

の付加価値がヴァリューアップとなるよう「更なる進化」を目指し、トライしてきたことが客数増に結

びつく結果となり、さらにこうした取り組みが各種メディアに取り上げられたことも相俟って、売上

高・営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去 高を達成いたしました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

＜ 連 結 経 営 成 績 サ マ リ ー ＞

(参考）

 売上高 54,986 百万円 (前年同期比 10.5 ％増加）

 営業利益 6,088 百万円 (前年同期比 16.2 ％増加）

 経常利益 6,190 百万円 (前年同期比 17.9 ％増加）

 当期純利益 3,216 百万円 (前年同期比 18.5 ％増加）

・ 平成20年５月１日より全国一律餃子のみ20円(税込21円)値上げ実施。

・ 全店客数前年同期比９．３％増(既存店５．０％増)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比６．９％増収…直営店実績
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また近年環境に対する関心が高まり、企業の果たすべき責任も問われるなか、当社グループは久御山

工場にて廃油の再生化をスタートさせた他、店舗看板の白熱電球をLEDに交換、エコキュート設備の導

入、店舗屋上緑化や太陽光発電の設置など、種々の環境対策にも積極的に取り組んでおります。 

 店舗展開の状況につきましては、当連結会計年度の出店計画に基づき、関東、関西地区を中心に直営

１９店、フランチャイズ（以下ＦＣという）９店の新規出店、ＦＣから直営へ１店を移行し、直営５

店、ＦＣ４店の閉鎖がありました。これにより期末店舗数は、直営３４４店（うちＬＳ〔委託ライセン

スシステム〕５店）、ＦＣ１８３店（うち委託ＦＣ６店）となりました。また、新規出店と並行して、

既存店の改装にも注力し新規出店並みの設備投資を行うなど、一店一店地域に密着した繁盛店作りを進

めてまいりました。 

 以上の結果、連結売上高は、前年同期に比べて５２億１８百万円（１０．５％）の増収で５４９億８

６百万円となりました。 

 営業利益は 食材価格の高騰やガス代・減価償却費等の増加がありましたが、それを上回る増収効果

により、前年同期に比べて８億５０百万円（１６．２％）増加し、６０億８８百万円となりました。 

 経常利益は 増収効果や金融収支の改善等により、前年同期に比べて９億４０百万円（１７．９％）

増加し、６１億９０百万円となりました。 

 当期純利益は 投資有価証券評価損や固定資産除却損等の増加がありましたが、上記効果や収用補償

金の計上、減損損失の減少等により前年同期に比べて、５億２百万円（１８．５％）増加し、３２億１

６百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

 今後の経済見通しにつきましては、世界的な景気悪化の影響を受け、企業収益の減少や、個人の所得

や雇用に対する不安の高まりから消費者心理が冷え込むことが予想され、引き続き厳しい経営環境が続

くものと思われます。 

 このような中、当社グループは、「飽くなき進化」のスローガンのもと、これまで以上に付加価値の

高い商品・サービス等を提供するとともに、投資効率や販売促進活動の有効性を十分に検討し、既存店

の活性化を図り、通期で直営１９店、ＦＣ６店の出店を行い、新店効果による増収をあわせて売上高は

５７６億４２百万円（前期比４．８％増）、営業利益は６５億５８百万円（前期比７．７％増）、経常

利益は６６億５６百万円（前期比７．５％増）、当期純利益は３６億１１百万円（前期比１２．３％

増）を見込んでおります。 

 これらの見通しをはじめ、当社グループの事業の状況等は様々な要因により影響を受け変動する可能

性がありますが、計画の達成に向けて邁進していく所存であります。 
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(資産の部) 

 当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３５億７６百万円（７．７％）

増加し、５０２億９５百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ３４億６０百万円（８９．５％）増加し、７３億２５百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金の増加等であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億１６百万円（０．３％）増加し、４２９億７０百万円とな

りました。主な要因は、土地の増加等であります。 

 (負債の部) 

 当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１２億６２百万円（５．３％）増

加し、２５０億２２百万円となりました。主な要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億９８百万円（４．０％）増加し、１２９億９百万円となり

ました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加等であります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ７億６４百万円（６．７％）増加し、１２１億１２百万円とな

りました。主な要因は、長期借入金の増加等であります。なお、借入金と社債の残高は１６３億２１百

万円となりました。  

 (純資産の部)  

 当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ２３億１４百万円（１０．

１％）増加し、２５２億７３百万円となりました。主な要因は、当期純利益が３２億１６百万円となっ

た事や、配当金の支払い８億７３百万円による減少等であります。以上の結果、自己資本比率は前連結

会計年度末の４９．０％から５０．１％となりました。  

 (キャッシュ・フローの状況) 

 当連結会計年度末の現金及び預金同等物は、前連結会計年度末に比べ３４億１４百万円増加し、６０

億７２百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は前年同期より１１億４０百万円（２１．９％）増加し、６３億５２百

万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加が主要因です。 

 主な内訳は、税金等調整前当期純利益５８億２百万円に減価償却費２３億円等を加えた額から法人税

等の支払額２８億５９百万円等を減じた額であります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は前年同期より８億７１百万円（２３．９％）減少し、２７億７６百万

円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出の減少と、当期に投資有価証券の売却による

収入があった事が主要因です。 

 主な内訳は、有形固定資産の取得２８億８百万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) 

 財務活動の結果使用した資金は前年同期より２２億７０百万円（９３．５％）減少し、１億５８百万

円となりました。これは、長期借入による収入の増加が主要因です。 

 主な内訳は、借入金等の純増加額７億１３百万円による収入、配当金の支払８億７３百万円等による

支出であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）自己資本比率：自己資本／総資産  

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

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

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  

    ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

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

額を使用しております。 

  

当社グループは、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、外食業界の競争激化の中

で、“餃子の王将”を主体とした営業力の強化を図り、将来の事業展開に備え内部留保の拡大を図りつ

つ、業績に応じた配当を行うことを基本とし、中期的な配当性向の水準は３０％を目標としていく方針

であります。内部留保資金につきましては、主に今後の新規出店や改装に係る設備投資等の資金需要に

備える所存であります。 

 以上の配当方針に基づき、当期の配当につきましては、期末配当金は１株当たり１８円とさせていた

だく予定でしたが、予想を上回る好業績となったこともあり、株主への適切な利益還元が必要であると

考え、５円増配の１株当たり２３円とさせていただく予定であります。これにより既に実施済みの中間

配当金１７円と合わせて、年間配当金を４０円とさせていただく予定であります。 

 また、次期の配当につきましては、予想利益の達成を勘案して、年間１株あたり４０円（第２四半期

２０円、期末２０円）とさせていただく予定であります。 

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 42.9 46.8 45.6 49.0 50.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

66.7 98.8 78.6 64.9 64.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.9 2.9 2.3 3.0 2.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

7.3 16.4 27.3 22.0 33.4

(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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食材につきましては、狂牛病や鳥インフルエンザ及び残留農薬等に代表されるように、その安全性が

疑われる問題が生じた場合、需給関係に変動が生じることも予想され、以前にも増して安全で良質な食

材の確保が外食業界の重要課題となってきております。  

 また、食材の産地に災害が発生した場合、材料価格の上昇や食材の安定的な確保に問題が生じること

も予想されます。当社におきましても食材の安全性及び安定的な確保に向けてこれまで以上に取り組ん

でまいります。  

 しかしながら、食材の安全性が疑われる問題が生じた場合や、食材価格が大幅に上昇した場合、ま

た、食材の安定的な確保に支障が生じた場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

 当社は年間20店舗程度の新規出店を行い、関西地域をはじめ関東、東海地区へ出店を加速させており

ます。 

 出店にあたりましては、１店舗の収益性を 重要視して賃借料等の出店条件及び周辺の環境等を勘案

して決定しております。 

しかしながら、希望する出店予定地が確保できない等の要因により計画通りに新規出店が進まない場

合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

当社は自社工場でのセントラルキッチンシステムを確立しており、食材等の一括仕入れ及び餃子等の

一次加工をしてその日のうちに各店舗に配送する方式をとっております。 

工場ならびに店舗においては、厳格な品質管理及び衛生管理を実施しておりますが、工場及び店舗に

おける食品衛生に関する問題が生じた場合や、社会一般的な衛生問題が発生した場合、当社の業績に影

響を与える可能性があります。 

  

近畿圏や首都圏など店舗が集中している地域において台風による水害や大型の地震が発生した場合、

店舗の損傷や電気・ガス・水道などの供給不足、交通網の麻痺等により食材の仕入及び店舗への供給が

著しく損なわれるなど、店舗の営業が妨げられる可能性があります。 

以上のような自然災害が発生した場合、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 食材について

② 出店戦略について

③ 食品の衛生管理について

④ 自然災害について
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当社が保有する固定資産を使用している店舗の営業損益に悪化が見られ、回復が見込まれない場合、

もしくは土地等の時価が著しく下落した場合において、当該固定資産について減損会計を適用し、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

  

団塊世代の大量退職や労働人口の減少などを背景に新卒者採用は一段と厳しくなっている中、新卒の

定期採用には多大な労力と費用負担が発生しており、今後もこの厳しさが続くもの予測しております。

また、当社社員が備えるべき多彩なメニューの調理技術とオリジナルメニューの考案力や接客技術及び

店舗マネジメント力などの多岐にわたる能力を身に付けた人材へと育成するには数年を要するため、人

材不足による新規出店の鈍化・店舗の品質低下などにより、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

 当社グループといたしましては、日本国内の新規・中途採用に力を入れるとともに、子会社を通じて

中華料理の本場である中国より調理スタッフを採用するなど人材の確保・育成に全力を挙げて取り組ん

でまいります。 

  

  

  

⑤ 固定資産の減損会計適用について

⑥ 人材確保・育成について
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  （事業の内容） 

当社グループが営んでおります主な事業内容と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであ

ります。 

  中華事業 

当社は、中華料理を主体にした直営レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中

華食材等の販売を行っております。 

 子会社王将餃子（大連）餐飲有限公司は、中華人民共和国において中華レストランの運営を行って

おります。 

  

  その他の事業 

当社は、和食専門店等の運営を行っております。 

  

上記の事項を事業系統図により示すと、次のとおりであります。 

  

 

  （関係会社の状況） 

  連結子会社 

 
  （注１）特定子会社に該当しません。 

  （注２）有価証券届出書又は有価証券報告書の提出は行っておりません。 

  

2. 企業集団の状況

名称 住所
資本金 

(百万円)
主要な事業
の内容

議決権の所
有割合 
(％)

役員の兼任
（人）

資金援助 営業上の取引

王将餃子（大連）餐飲有
限公司

中国遼寧省 180
中華レストランの
運営

100 兼任 ５ ─ ─
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当社グループは、餃子を中核に据えた中華料理店のチェーン展開ならびにフランチャイズ加盟店への

食材等の販売を行っており、「より美味しく、より安く、そしてスピーディーに」をモットーに、お客

様の多様なニーズに応えるため、“餃子の王将”を軸として、バラエティー豊かなメニューの提供によ

り食文化の一翼を担い、環境や安全性に十分配慮しつつ、企業価値の向上に努めることを経営の基本方

針としており、次の５つにこだわり他社との差別化を図っております。 

  

１、中華料理と店舗経営に精通した人材の育成支援 

 自立心のある独立志向者や、幹部を目指す気鋭の若者を多数採用し、一人一人の個性を尊重し、各人

の持てる個性が 大限発揮されるよう積極的に支援するとともに、各種の教育研修を継続的に実施する

ことにより調理スキルや接客スキルを向上させ、当社の経営理念である“より美味しく、より安く、そ

してスピーディーに”を実践することの出来る人材の育成支援に努めております。 

  

２、店長への裁量権委譲による地域に密着した店づくり 

 各地域に合わせたオリジナルメニューやセットメニュー、販促企画の考案など多岐にわたって店舗の

マネジメントを店長に託し、裁量権を委譲することにより各地域のニーズをとりこみ、地元になくては

ならない店づくりを目指しております。 

  

３、多店舗化による地域社会への貢献 

 地元に根付いた中華食堂として、全国各地へ出店を続けることを通じて、地域社会への貢献に努めて

まいります。特に今後、関東・東海地域の出店に力を入れていく方針であります。 

  

４、“より美味しく、より安く、そしてスピーディーに”の追求 

 大量一括仕入れ等による仕入価格の削減や、各店舗の徹底したコスト削減に努める一方、料理の質、

メニューの組み合わせ、店舗設計、売価設定等トータルで売価を上回るヴァリューを追求することを通

じて“より美味しく、より安く、そしてスピーディーに”の実現に努めております。 

  

５、手作り料理へのこだわり 

 全店舗への食材の日配システムにより、常にお客様に新鮮な食材を使用した手作りの料理を提供する

ことに拘る一方、お客様に調理過程をお見せするオープンキッチンシステムにこだわり、作られる商品

への期待感・安心感とお客様を飽きさせない演出にも努めております。 

  

当社グループは、原価率の適正な水準やコスト管理に注力しており、収益の基本指標である売上高経

常利益率を 重要な経営指標として採用しております。当面の目標としては、１０％を経営の目標とし

ており７年連続で目標数値を上回っております。今後も引き続き目標を達成できるよう注力していく方

針であります。 

  

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
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昨今の厳しい外食業界の淘汰の中、当社グループは一貫して“餃子の王将”の業態に特化し、お客様

に支持されて参りました。 

 一方、業態は変えないものの、その中身は時代の変化に対応し進化させて参りました。今後も経営基

盤強化のため、中長期的な経営戦略として“餃子の王将”の店舗展開にはずみをつけ、併行して既存店

の改装等を積極的に行い活性化を図りつつ、業績の拡大と企業体質の強化を図り、企業価値を高めてま

いります。 

  

外食業界におきましては、原油や穀物価格の異常な高騰は収まったものの依然高い水準にとどまって

おり、雇用情勢の悪化、個人所得の減少等将来の不安による生活防衛意識の高まりや、顧客獲得に向け

た外食企業間競争の激化により、取り巻く環境は予断を許さない厳しい状態となっております。 

 このような状況の中、当社グループは、「飽くなき進化」のスローガンのもと、「餃子の王将」とい

う単一業態に特化し、常に変わり続ける環境や顧客のニーズに適応し、「進化」し続けることで、お客

様にとって“なくてはならない存在”で在り続けることを目指し、企業の価値を高めてまいります。さ

らに、広く一般投資家に情報開示し、より多くの株主の皆様にご支援いただけるよう、「餃子の王将」

に特化した経営を続けてまいります。  

 また、これまで以上に企業価値を高めていくことに注力する一方、食の安全、衛生面にも万全を期

し、併せて店舗営業力増強のための教育研修体制の強化を図ってまいります。また、自然災害などの緊

急事態が発生した場合に備え、安定的な食材の確保と店舗への供給体制の強化、店舗における防災体制

の強化などにも取り組む一方、環境問題については食品リサイクル法、地球温暖化防止法等への法対応

に積極的に取り組んでまいります。  

 さらに、社会の構成員として当然に求められる法令遵守と社会倫理に基づいた行動を役員及び全使用

人が行うことを徹底し、コンプライアンスを適正に実行するために内部統制システムの更なる整備に取

り組む所存であります。 

  

(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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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,716 6,135 

売掛金 94 116 

たな卸資産 258 － 

商品及び製品 － 76 

原材料 － 143 

繰延税金資産 357 374 

短期貸付金 66 68 

その他 377 422 

貸倒引当金 △6 △11 

流動資産合計 3,865 7,325 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 34,229 34,808 

減価償却累計額 △21,566 △22,345 

建物及び構築物（純額） 12,663 12,463 

機械装置及び運搬具 2,061 2,208 

減価償却累計額 △1,492 △1,558 

機械装置及び運搬具（純額） 569 649 

工具、器具及び備品 2,894 3,057 

減価償却累計額 △2,293 △2,424 

工具、器具及び備品（純額） 601 632 

土地 ※2 21,228 ※2 21,478 

建設仮勘定 156 297 

有形固定資産合計 35,219 35,521 

無形固定資産 

その他 52 91 

無形固定資産合計 52 91 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,609 1,234 

長期貸付金 378 366 

繰延税金資産 1,333 1,471 

差入保証金 3,939 4,020 

その他 444 366 

貸倒引当金 △124 △102 

投資その他の資産合計 7,582 7,357 

固定資産合計 42,853 42,970 

資産合計 46,719 50,295 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,277 1,400 

1年内償還予定の社債 1,355 1,005 

短期借入金 280 200 

1年内返済予定の長期借入金 4,854 5,372 

未払法人税等 1,721 1,590 

賞与引当金 431 472 

その他 2,492 2,869 

流動負債合計 12,411 12,909 

固定負債 

社債 1,987 982 

長期借入金 7,130 8,761 

再評価に係る繰延税金負債 ※2 1,076 ※2 1,076 

退職給付引当金 321 346 

役員退職慰労引当金 299 423 

長期預り保証金 522 523 

その他 10 － 

固定負債合計 11,348 12,112 

負債合計 23,760 25,022 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,166 8,166 

資本剰余金 9,026 9,026 

利益剰余金 12,192 14,535 

自己株式 △2,554 △2,552 

株主資本合計 26,831 29,175 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △375 △402 

土地再評価差額金 ※2 △3,571 ※2 △3,571 

為替換算調整勘定 15 3 

評価・換算差額等合計 △3,930 △3,970 

新株予約権 57 67 

純資産合計 22,958 25,273 

負債純資産合計 46,719 50,295 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 49,767 54,986 

売上原価 15,257 17,009 

売上総利益 34,510 37,976 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 949 1,003 

広告宣伝費 742 675 

販売促進費 2,587 2,836 

貸倒引当金繰入額 37 13 

役員報酬 269 258 

株式報酬費用 33 9 

給料手当及び賞与 6,163 6,783 

雑給 ※1 6,622 ※1 7,231 

賞与引当金繰入額 420 460 

役員退職慰労引当金繰入額 28 128 

退職給付費用 34 97 

福利厚生費 2,152 2,298 

租税公課 274 288 

減価償却費 1,829 2,057 

賃借料 2,893 2,996 

水道光熱費 2,635 2,997 

修繕費 321 394 

その他 1,276 1,357 

販売費及び一般管理費合計 29,273 31,888 

営業利益 5,237 6,088 

営業外収益 

受取利息 12 15 

受取地代家賃 53 61 

投資有価証券売却益 － 34 

ＦＣ加盟料 ※2 86 ※2 114 

雑収入 172 174 

営業外収益合計 324 400 

営業外費用 

支払利息 226 186 

雑損失 84 111 

営業外費用合計 311 297 

経常利益 5,250 6,190 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 11 ※3 0 

収用補償金 － 59 

特別利益合計 11 60 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 175 ※4 273 

固定資産売却損 ※5 － ※5 0 

減損損失 ※6 112 ※6 31 

投資有価証券評価損 0 142 

特別損失合計 287 448 

税金等調整前当期純利益 4,973 5,802 

法人税、住民税及び事業税 2,452 2,722 

法人税等調整額 △191 △135 

法人税等合計 2,260 2,586 

当期純利益 2,713 3,216 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,166 8,166 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,166 8,166 

資本剰余金 

前期末残高 9,026 9,026 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,026 9,026 

利益剰余金 

前期末残高 10,292 12,192 

当期変動額 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,713 3,216 

自己株式の処分 △6 △0 

当期変動額合計 1,899 2,342 

当期末残高 12,192 14,535 

自己株式 

前期末残高 △2,575 △2,554 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 21 1 

当期変動額合計 21 1 

当期末残高 △2,554 △2,552 

株主資本合計 

前期末残高 24,910 26,831 

当期変動額 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,713 3,216 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 15 1 

当期変動額合計 1,920 2,343 

当期末残高 26,831 29,175 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 46 △375 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△421 △26 

当期変動額合計 △421 △26 

当期末残高 △375 △402 

土地再評価差額金 

前期末残高 △3,571 △3,571 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △3,571 △3,571 

為替換算調整勘定 

前期末残高 14 15 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

1 △12 

当期変動額合計 1 △12 

当期末残高 15 3 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △3,509 △3,930 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△420 △39 

当期変動額合計 △420 △39 

当期末残高 △3,930 △3,970 

新株予約権 

前期末残高 23 57 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 10 

当期変動額合計 34 10 

当期末残高 57 67 

純資産合計 

前期末残高 21,424 22,958 

当期変動額 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,713 3,216 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 15 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △386 △29 

当期変動額合計 1,534 2,314 

当期末残高 22,958 25,273 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 4,973 5,802 

減価償却費 2,023 2,300 

減損損失 112 31 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37 13 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35 25 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 123 

受取利息及び受取配当金 △38 △53 

投資有価証券売却損益（△は益） － △34 

支払利息 226 186 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 142 

収用補償金 － △59 

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △0 

固定資産除却損 175 273 

たな卸資産の増減額（△は増加） 8 38 

仕入債務の増減額（△は減少） 104 123 

未払消費税等の増減額（△は減少） 21 127 

その他 215 309 

小計 7,799 9,348 

利息及び配当金の受取額 38 53 

利息の支払額 △237 △190 

法人税等の支払額 △2,388 △2,859 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,211 6,352 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 4 △3 

有形固定資産の取得による支出 △2,978 △2,808 

有形固定資産の売却による収入 17 0 

収用補償金の受取による収入 － 59 

投資有価証券の取得による支出 △325 △49 

投資有価証券の売却による収入 － 272 

貸付けによる支出 △196 △104 

貸付金の回収による収入 63 111 

差入保証金の差入による支出 △154 △183 

その他 △77 △70 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,647 △2,776 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） － △80 

長期借入れによる収入 7,000 8,346 

長期借入金の返済による支出 △7,042 △6,197 

社債の償還による支出 △1,595 △1,355 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

自己株式の処分による収入 15 1 

配当金の支払額 △807 △873 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,429 △158 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △865 3,414 

現金及び現金同等物の期首残高 3,522 2,657 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,657 ※1 6,072 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

㈱王将フードサービス（9936）　平成21年３月期決算短信

－19－



  

 
  

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は１社であり連結しておりま

す。 

 連結子会社 王将餃子(大連) 

       餐飲有限公司

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 王将餃子(大連)餐飲有限公司の決算

日は12月31日であります。連結財務諸

表を作成するに当たっては同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

    …期末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)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

    …移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

 ② デリバティブ 

    …時価法

 ② デリバティブ 

        同左

 ③ たな卸資産 総平均法による原

価法

         なお、一部の貯蔵

品は 終仕入原価

法

 ③ たな卸資産 総平均法による原 

                 価法（収益性の低 

         下による簿価切り 

         下げの方法）
（会計方針の変更） 
 当連結会計年度より、「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日公表分）
を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   主として定率法

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 10年～31年

機械装置及び運搬具 ６年～９年

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正に伴い当連結会

計年度より平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について

は改正後の法人税法に基づく新た

な定率法に変更しております。こ

の変更が損益に与える影響は軽微

であります。

  (追加情報) 

 当連結会計年度より、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定

資産については、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によってお

ります。この変更が損益に与える

影響は軽微であります。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産 

   （リース資産を除く）

   主として定率法

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 10年～31年

機械装置及び運搬具 ６年～９年

  また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によ

っております。

 （追加情報）

   当連結会計年度より、機械及び

装置の耐用年数については法人税

法の改正を契機として、その使用

状況に基づき年数の見直しを行

い、一部の資産について耐用年数

を変更しております。 

 この変更が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

   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。

 ② 無形固定資産 

   （リース資産を除く）

同左 

  

 

 ③ 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を採用し

ております。 

 なお、リース取引会計基準の改

正適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

 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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員及びパートタイマーに支

給する賞与に充てるため、当連結

会計年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。

 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、当連結会計年度末における退

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(３年)に

よる按分額を翌連結会計年度より

損益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

   役員の退職慰労金の支出に備え

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

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

  在外子会社の資産・負債は決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に

含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップについては、特

例処理を採用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 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……

   長期借入金の金利に関してキャ

ッシュ・フローが固定されその

変動が回避されるもの。

 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

   デリバティブ取引は資金調達コ

ストの低減及び将来発生する可能

性のある市場変動リスク回避の目

的でキャッシュ・フローの一部を

ヘッジ(固定化)するために金利ス

ワップ取引を行っております。

   デリバティブ取引の実行及び管

理は稟議決裁を経て、金利変動リ

スクをヘッジしております。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変動額

の累計額とヘッジ対象のキャッシ

ュ・フローの変動額の累計額を比

較して両者の変動額の累計を基礎

に有効性の判定をしております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) 消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。

(7) 消費税等の会計処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・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。

同左
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 会計方針の変更 
  

 
  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――― （リース取引に関する会計基準等）

 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、当連結会計年度より、「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（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

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））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き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。

 これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─── （連結貸借対照表）

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原

材料」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材

料」「貯蔵品」は、それぞれ71百万円、177百万円、８

百万円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 １ 保証債務等

   フランチャイズ加盟店（１店）の金融機関からの

借入に対し、17百万円の保証予約を行っておりま

す。

 １ 保証債務等

   フランチャイズ加盟店（１店）の金融機関からの

借入に対し、15百万円の保証予約を行っておりま

す。

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上し

ております。

   再評価の方法

    「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために、国税庁長官が定め

て公表した方法により算出した価額に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

しております。

   再評価を行った年月日 平成14年３月31日

   再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△6,568百万円

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上し

ております。

   再評価の方法

    「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために、国税庁長官が定め

て公表した方法により算出した価額に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

しております。

   再評価を行った年月日 平成14年３月31日

   再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△6,185百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 直営店舗等のパートタイマーに対する給与であり

ます。

※１          同左

※２ フランチャイズ基本契約及び営業委託契約に基づ

く加盟料、加盟更新料及び営業手数料でありま

す。

※２          同左

※３ 固定資産売却益の内訳

土地売却益 11百万円

※３ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具売却益 ０百万円

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 81百万円

建物等撤去費用 64

その他 29

合計 175

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 165百万円

建物等撤去費用 76

その他 32

合計 273

※５         ─── ※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具売却損 ０百万円

 

※６ 減損損失

   当社グループは以下の減損損失を計上しておりま

す。

地域 用途 種類
減損損失
(百万円)

関西地区 店舗２店舗他 建物等 86

関東地区 店舗１店舗 建物等 26

合計 112

   資産のグルーピングは、主として店舗単位として

おります。このうち、営業損益が悪化している店

舗等について、帳簿価額を回収可能額まで減額

し、減損損失112百万円（建物108百万円、その他

４百万円）を計上しました。なお、店舗用資産等

の回収可能価額は主に使用価値により測定してお

り、割引率は５％を用いております。

 

※６ 減損損失

   当社グループは以下の減損損失を計上しておりま

す。

地域 用途 種類
減損損失
(百万円)

関西地区 店舗３店舗 建物等 31

   資産のグルーピングは、主として店舗単位として

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額まで減額し、

減損損失31百万円（建物29百万円、その他２百万

円）を計上しました。なお、店舗用資産等の回収

可能価額は主に使用価値により測定しており、割

引率は５％を用いております。
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取                     20株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの権利行使による自己株式の処分   12,000株 

 単元未満株式の買増請求による売渡              80株 

  

 
(注) 上記新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,286,230 ─ ─ 23,286,230

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,465,171 20 12,080 1,453,111

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 57

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 545 25 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月16日 
取締役会

普通株式 261 12 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 502 23 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取                     295株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの権利行使による自己株式の処分    1,000株 

 単元未満株式の買増請求による売渡              13株 

  

 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,286,230 ― ― 23,286,230

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,453,111 295 1,013 1,452,393

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 67

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 502 23 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 371 17 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 502 23 平成21年３月31日 平成21年６月29日

㈱王将フードサービス（9936）　平成21年３月期決算短信

－29－



  

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,716百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △58百万円

現金及び現金同等物 2,657百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,135百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △62百万円

現金及び現金同等物 6,072百万円
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事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、当連結会計年度は、全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「中華事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、当連結会計年度は、全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「中華事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

    前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計及び資産の合計がそれ

ぞれ全セグメントの売上高及び資産の合計の10％未満のため、記載を省略しております。 

 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計及び資産の合計がそれ

ぞれ全セグメントの売上高及び資産の合計の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

    前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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     (注) 1.店舗数は期末時点の店舗数です。 

     2.当社は飲食業であり、受注高及び受注残高について記載すべき事項はありません。 

     3.中華直営店には、子会社が運営する５店舗が含まれています。 

  

リース取引，関連当事者との取引、税効果会計、有価証券，デリバティブ取引，退職給付、スト

ック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

  

（部門別売上高の明細）

(単位：百万円)

当連結会計年度

( 自 平成20年４月１日

   至 平成21年３月31日 )

店舗数 金 額 前年同期比

      店        ％

中華専門店   
 直営店 342 49,952 10.9

  フランチャイズ加盟店 183 4,862 7.8

小  計 525 54,815 10.6

その他 2 170 △23.9

(主として直営和食店)            
合  計 527 54,986 10.5

（開示の省略）
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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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,048円92銭 １株当たり純資産額 1,154円42銭

１株当たり当期純利益 124円32銭 １株当たり当期純利益 147円31銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

124円15銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

147円17銭

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(百万円)

22,958 25,273

普通株式に係る純資産額(百万円) 22,901 25,205

差額の主な内訳(百万円) 
 新株予約権

57 67

普通株式の発行済株式数(千株) 23,286 23,286

普通株式の自己株式数(千株) 1,453 1,452

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

21,833 21,833

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益(百万円) 2,713 3,216

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,713 3,216

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,825 21,833

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 30 20

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

第２回新株予約権（新株
予約権2,740個、潜在株
式の数274,000株）

第２回新株予約権（新株
予約権2,682個、潜在株
式の数、268,200株）
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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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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,678 6,121 

売掛金 94 116 

商品 16 － 

製品 54 － 

商品及び製品 － 75 

原材料 176 141 

貯蔵品 8 － 

前払費用 258 275 

繰延税金資産 357 374 

その他 176 209 

貸倒引当金 △6 △11 

流動資産合計 3,815 7,303 

固定資産 

有形固定資産 

建物 29,845 30,512 

減価償却累計額 △18,532 △19,296 

建物（純額） 11,313 11,216 

構築物 4,383 4,295 

減価償却累計額 △3,033 △3,048 

構築物（純額） 1,349 1,247 

機械及び装置 1,908 2,084 

減価償却累計額 △1,359 △1,450 

機械及び装置（純額） 549 634 

車両運搬具 152 122 

減価償却累計額 △132 △108 

車両運搬具（純額） 19 14 

工具、器具及び備品 2,886 3,047 

減価償却累計額 △2,290 △2,420 

工具、器具及び備品（純額） 596 626 

土地 21,228 21,478 

建設仮勘定 150 296 

有形固定資産合計 35,207 35,513 

無形固定資産 

ソフトウエア 23 12 

ソフトウエア仮勘定 － 55 

施設利用権 28 23 

無形固定資産合計 52 91 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,609 1,234 

関係会社出資金 180 180 

長期貸付金 378 366 

長期前払費用 111 92 

繰延税金資産 1,333 1,471 

差入保証金 3,939 4,020 

その他 278 225 

貸倒引当金 △124 △102 

投資損失引当金 △75 △108 

投資その他の資産合計 7,632 7,380 

固定資産合計 42,892 42,986 

資産合計 46,707 50,289 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,274 1,397 

1年内償還予定の社債 1,355 1,005 

短期借入金 280 200 

1年内返済予定の長期借入金 4,854 5,372 

未払金 959 1,211 

未払費用 921 1,046 

未払法人税等 1,721 1,590 

前受金 36 32 

預り金 108 111 

前受収益 3 4 

賞与引当金 431 472 

設備関係未払金 462 462 

その他 0 0 

流動負債合計 12,407 12,906 

固定負債 

社債 1,987 982 

長期借入金 7,130 8,761 

長期未払金 10 － 

再評価に係る繰延税金負債 1,076 1,076 

退職給付引当金 321 346 

役員退職慰労引当金 299 423 

長期預り保証金 522 523 

固定負債合計 11,348 12,112 

負債合計 23,756 25,019 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,166 8,166 

資本剰余金 

資本準備金 9,026 9,026 

資本剰余金合計 9,026 9,026 

利益剰余金 

利益準備金 940 940 

その他利益剰余金 

保険差益積立金 28 26 

固定資産圧縮積立金 255 250 

別途積立金 8,300 9,800 

繰越利益剰余金 2,676 3,518 

利益剰余金合計 12,200 14,535 

自己株式 △2,554 △2,552 

株主資本合計 26,839 29,176 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △375 △402 

土地再評価差額金 △3,571 △3,571 

評価・換算差額等合計 △3,946 △3,973 

新株予約権 57 67 

純資産合計 22,951 25,270 

負債純資産合計 46,707 50,289 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 49,652 54,848 

売上原価 

商品及び製品期首たな卸高 82 70 

当期商品仕入高 1,939 1,967 

当期製品製造原価 13,247 14,976 

合計 15,270 17,014 

商品及び製品期末たな卸高 70 75 

売上原価合計 15,199 16,938 

売上総利益 34,453 37,910 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 949 1,003 

広告宣伝費 740 674 

販売促進費 2,586 2,835 

貸倒引当金繰入額 37 13 

役員報酬 269 258 

株式報酬費用 33 9 

給料手当及び賞与 6,147 6,762 

雑給 6,622 7,231 

賞与引当金繰入額 420 460 

役員退職慰労引当金繰入額 28 128 

退職給付費用 34 97 

福利厚生費 2,150 2,295 

租税公課 274 288 

減価償却費 1,828 2,055 

賃借料 2,861 2,958 

水道光熱費 2,621 2,978 

修繕費 321 394 

その他 1,269 1,350 

販売費及び一般管理費合計 29,197 31,795 

営業利益 5,256 6,114 

営業外収益 

受取利息 12 15 

受取配当金 26 38 

受取地代家賃 53 61 

投資有価証券売却益 － 34 

ＦＣ加盟料 86 114 

雑収入 146 134 

営業外収益合計 324 399 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外費用 

支払利息 190 162 

社債利息 35 23 

雑損失 83 111 

営業外費用合計 310 297 

経常利益 5,270 6,216 

特別利益 

固定資産売却益 11 0 

収用補償金 － 59 

特別利益合計 11 60 

特別損失 

固定資産除却損 175 273 

固定資産売却損 － 0 

減損損失 112 31 

投資損失引当金繰入額 75 33 

投資有価証券評価損 0 142 

特別損失合計 362 481 

税引前当期純利益 4,918 5,795 

法人税、住民税及び事業税 2,452 2,722 

法人税等調整額 △191 △135 

法人税等合計 2,260 2,586 

当期純利益 2,658 3,208 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,166 8,166 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,166 8,166 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 9,026 9,026 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,026 9,026 

資本剰余金合計 

前期末残高 9,026 9,026 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,026 9,026 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 940 940 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 940 940 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 1 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △1 － 

当期変動額合計 △1 － 

当期末残高 － － 

保険差益積立金 

前期末残高 30 28 

当期変動額 

保険差益積立金の取崩 △1 △1 

当期変動額合計 △1 △1 

当期末残高 28 26 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 261 255 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △5 

当期変動額合計 △5 △5 

当期末残高 255 250 

別途積立金 

前期末残高 6,800 8,300 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,500 1,500 

当期変動額合計 1,500 1,500 

当期末残高 8,300 9,800 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,322 2,676 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 1 － 

保険差益積立金の取崩 1 1 

固定資産圧縮積立金の取崩 5 5 

別途積立金の積立 △1,500 △1,500 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,658 3,208 

自己株式の処分 △6 △0 

当期変動額合計 354 842 

当期末残高 2,676 3,518 

利益剰余金合計 

前期末残高 10,356 12,200 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 － － 

保険差益積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,658 3,208 

自己株式の処分 △6 △0 

当期変動額合計 1,844 2,334 

当期末残高 12,200 14,535 

自己株式 

前期末残高 △2,575 △2,554 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 21 1 

当期変動額合計 21 1 

当期末残高 △2,554 △2,552 

株主資本合計 

前期末残高 24,974 26,839 

当期変動額 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,658 3,208 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 15 1 

当期変動額合計 1,865 2,336 

当期末残高 26,839 29,176 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 46 △375 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△421 △26 

当期変動額合計 △421 △26 

当期末残高 △375 △402 

土地再評価差額金 

前期末残高 △3,571 △3,571 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △3,571 △3,571 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △3,524 △3,946 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△421 △26 

当期変動額合計 △421 △26 

当期末残高 △3,946 △3,973 

新株予約権 

前期末残高 23 57 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 10 

当期変動額合計 34 10 

当期末残高 57 67 

純資産合計 

前期末残高 21,472 22,951 

当期変動額 

剰余金の配当 △807 △873 

当期純利益 2,658 3,208 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 15 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △387 △16 

当期変動額合計 1,478 2,319 

当期末残高 22,951 25,270 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役  杉田 文雄（現 第２営業部長兼関西第１エリアマネージャー） 

取締役  杉田 元樹（現 第３営業部長兼関西第２エリアマネージャー） 

取締役  是枝 秀紀（現 人事部長） 

２．退任予定取締役 

該当事項はありません。 

３．新任監査役候補 

該当事項はありません。 

４．退任予定監査役 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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