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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 11,234 △1.2 55 △90.7 24 △95.8 △169 ―

20年3月期 11,369 12.0 587 63.0 562 72.0 131 △3.9

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 △4.03 ― △2.4 0.2 0.5
20年3月期 3.13 ― 1.8 5.1 5.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  32百万円 20年3月期  52百万円

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 10,993 6,733 61.2 160.51
20年3月期 10,818 7,159 66.2 170.67

（参考） 自己資本   21年3月期  6,733百万円 20年3月期  7,159百万円

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 74 △1,084 1,008 674
20年3月期 890 △299 △659 676

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 ― ― ― 3.00 3.00 126 95.7 1.8
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 2.00 2.00 64.5

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

5,300 △1.6 △120 ― △150 ― △60 ― △1.43

通期 11,000 △2.1 165 200.0 100 320.0 130 ― 3.10
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、 15ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は、 23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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 42,000,000株 20年3月期 42,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  54,760株 20年3月期  53,660株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。上記予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料 4ページの「次期の見通し」を参照してください。 
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(当期の経営成績) 

 当期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済に影響を

及ぼし、特に、秋口以降は、輸出の急激な減少、企業業績の悪化に伴う設備投資の抑制、雇用不安や消

費の低迷など、国内景気の後退はより一層鮮明となりました。 

(イ)飲食事業 

 当社の主力事業である飲食事業が属する外食産業においては、ファーストフードでは売上高が前年並

みに推移する一方、比較的高単価なディナーレストランでは既存店売上高が当期12ヶ月連続で前年を下

回る(日本フードサービス協会調べ)など、業態間格差が一段と拡がりました。 

 こうした経営環境において当社は、第4次中期経営計画2年目にあたる当期、既存店における現場力の

向上を図るとともに、積極的出店を再開し、9月以降、既存ブランドではロウリーズ・ザ・プライムリ

ブ 大阪、ヴェント 柏高島屋ステーションモール店、鍋ぞう イオン八千代緑が丘店、鍋ぞう 下北沢

店、鍋ぞう 西池袋ロマンス通り店を、また、新規ブランドとして、カントリーパンケーキハウス イオ

ンレイクタウン店、テール・ド・トリュフ東京、オービカ モッツァレラバー 六本木ヒルズ店、桜庵丸

の内店、はら一平 西池袋ロマンス通り店の10店舗をオープンしました。一方、不採算であった鍋ぞう 

松戸店、鍋ぞう 吉祥寺本町店を閉店しました。 

 この結果、当期末の飲食店舗数は72店舗でその内訳は、イタリアン14店舗、和食9店舗、モーパラ・

鍋ぞう34店舗、バー6店舗、海外ブランド8店舗、ドルチェショップ1店舗となりました。また、地域別

では、東京都23区内46店舗、23区外8店舗、神奈川県9店舗、埼玉県4店舗、千葉県3店舗および大阪府2

店舗となっています。 

 飲食事業の売上高は前期比0.6%減の10,470百万円にとどまりました。これは、景気後退の影響等もあ

り、モーパラ・鍋ぞう業態を除く全業態で既存店売上高が減少したことに加え、新規出店10店舗が従来

以上に厳しい立ち上がりに直面したことによるものです。業態別の売上高は、モーパラ・鍋ぞう業態が

前期比7.8%増と増収となったものの、イタリアン業態同比5.1%減、和食業態同比5.6%減、バー業態同比

10.0%減、海外ブランド同比5.0%減となりました。 

 内部管理基準で算出した当期の飲食事業の営業利益は434百万円で、前期比407百万円の減少となりま

した。これは主として、前期に比べ売上高が64百万円減少し、売上原価が62百万円増加したこと、ま

た、新規出店等により人件費121百万円、家賃45百万円、償却費60百万円が増加したことによるもので

す。 

(ロ)その他事業 

 当期も引続き、ビジネスホテルおよびビリヤード場を各1店舗経営しました。ビリヤード場の売上高

は227百万円とほぼ前期水準を確保しましたが、ビジネスホテルでは、円高等により海外客数が減少し

たことを主因とし、売上高が316百万円と前期比44百万円減少しました。不動産賃貸事業の当期の売上

高は、ほぼ前年並みの189百万円となりました。また、内部管理基準で算出した当期のその他事業の営

業利益は316百万円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 当期の事業別、業態別の売上高および営業利益は次の通りです。 

 
(注1)既存店比較では、平成20年3月期、平成21年3月期の年間対比が可能な店舗のみを比較していま

す。 

(注2)上記の他に、当期は本社部門で23百万円の売上が計上されています。 

  

(ハ)会社業績 

 飲食事業、その他事業に本社部門の売上23百万円を加えた結果、当期の売上高は11,234百万円(前期

比135百万円減)となりました。損益では、営業利益は本社経費を差引いて55百万円(前期比533百万円

減)、また経常利益は24百万円(前期比538百万円減)となりました。更に、特別利益として有価証券売却

益444千円を計上した一方、特別損失として店舗の固定資産除却損失、解体費用等の店舗閉鎖損失85百

万円、および不採算店舗の固定資産減損処理費用等76百万円ならびに法人税等27百万円を計上いたしま

した。なお、当期は繰延税金資産2百万円を計上しています。この結果、当期は169百万円の純損失(前

期比301百万円減)となりました。 

(次期の見通し) 

 当期に引続き、次期も依然として厳しい経営環境が続くものと想定しています。次期は当期に新規出

店した店舗の立上げに注力し、通期で売上高11,000百万円、営業利益165百万円、経常利益100百万円、

当期純利益130百万円をあげる見通しです。 

  

(単位：百万円)

前期     
(平成20年3月期)  

当期     
(平成21年3月期)  売上増減

売上 営業利益 売上 営業利益 全体 既存店舗

飲食事業 10,534 841 10,470 434 △0.6% △3.9%

イタリアン 1,808 1,715 △5.1% △7.9%

和食 1,406 1,328 △5.6% △5.2%

モーパラ・鍋ぞう 4,010 4,322 7.8% 3.0%

バー 452 407 △10.0% △7.7%

海外ブランド 2,700 2,565 △5.0% △11.3%

菓子・総菜販売 159 134 △15.9% △ 15.9%

その他事業 805 380 740 316 △8.0% △8.0%

ホテル・ビリヤード 592 543 △8.2% △8.2%

不動産賃貸 198 189 △4.6% △4.6%

FC事業 15 9 △40.6% △40.6%

株式会社ワンダーテーブル（9174）平成21年3月期 決算短信（非連結）

―4―



(資産、負債および純資産の状況に関する分析) 

 流動資産は1,200百万円(前期比20百万円増)となり、その内現金および預金は674百万円(前期比2百万

円減)となりました。また、売掛金は347百万円(前期比20百万円増)となりました。これは、クレジット

売上比率が増加したことによるものです。固定資産は9,792百万円(前期比155百万円増)となりました。

これは、新規出店した店舗の内装・設備の新設による増加が主たる要因です。 

 流動負債は2,055百万円(前期比303百万円減)となりました。これは、未払法人税が減少したことによ

るものです。固定負債は2,205百万円(前期比903百万円増)で、これは主として、新規出店投資のための

長期借入金の増加によるものです。 

(キャッシュ・フローの状況に関する分析) 

 当期における現金および現金同等物は2百万円減少して、当期末には674百万円となりました。当期に

おける各キャッシュ・フローの状況およびその主な要因は次のとおりです。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、74百万円の収入(前期比816百万円減)となりました。これは主として、税引前損益

が145百万円(前期比534百万円減)の損失となったことによります。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、1,084百万円の支出(前期比785百万円の支出増)となりました。これは主に、新規出

店設備の内装・設備取得費用支払と差入保証金の差入によるものです。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動では、1,008百万円の収入(前期比1,668百万円の収入増)となりました。これは主に、新規出

店投資のため長期借入金を調達したことによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
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／純資産 

(注1)株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しています。 

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 

(注2)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注3)有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象

としています。 

  

 引続き収益性の向上、財務体質の強化を図るとともに、配当等により可能な限り株主の皆様に利益還

元を行うことを基本方針としています。当期については当期純損失が169百万円となったことから、配

当を見送らせていただくこととしております。 

 次期については、1株当たり2円の配当を予定しています。 

  

(2) 財政状態に関する分析

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(%) 62.7 64.3 64.2 66.2 61.2

時価ベースの自己資本比率(%) 58.0 81.4 63.8 47.0 32.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

511.9 280.5 341.4 194.0 4,055.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

7.0 12.6 11.8 15.9 1.2

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のとおりです。なお、文中

の将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものです。 

① 新型インフルエンザ等流行 

店舗のクリンリネスの徹底、社員の感染防止策の徹底等を図っておりますが、新型インフルエンザ等

のまん延により、営業自粛を強いられるリスクがあります。 

② 外食マーケットの変動 

日本の総人口がピークを迎えたことおよび生活様式の変化により、外食マーケットは縮小傾向にあ

り、他方、大都市を中心に飲食店舗数は引続き増加しています。また、消費者の食に対するニーズは

多様化するとともに、急速に変化しています。この状況にあって、当社はマーケットおよびお客様の

ニーズを把握する体制の構築に努めていますが、判断の誤りにより激化する競争に適切に対応できな

い可能性があります。 

③ 食の安全性 

当社は牛肉を食材として利用する店舗が多く、お客様の声を重視し主に豪州産牛肉を使用しています

が、牛肉の安全性に関連した新たな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。 

④ 原材料価格 

当社の主原材料である牛肉、魚および野菜は、世界的な需要の増加、不安定な気象条件等で市況が変

動し、当社の仕入れ価格、収益に重大な影響を与える可能性があります。 

⑤ 法的規制 

当社は、「お客様の安全」を第一と考え、食品衛生法・消防法等の規制の遵守、提供する商品の品質

管理、火災予防の徹底に継続的に取組んでいますが、食中毒や火災が発生した場合、行政当局による

処罰、消費者の当社店舗離れにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 人員不足 

当社は、お客様に満足していただけるサービスと料理提供のレベル向上のため、人材の採用と研修に

よる適切な人材の確保に努めていますが、近年、飲食業界では労働市場の状況悪化で、人材確保が困

難となり、人件費が増加しています。今後、雇用環境の逼迫が続き、また社会保険の適用が更に強化

された場合は、当社の業績に大きな影響があることが予想されます。 

(4) 事業等のリスク
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 近の有価証券報告書(平成20年6月25日提出)における「事業系統図(事業の内容)」および「関係会

社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しています。 

  

当社は、「ホスピタリティビジネスを通じ、社会にプラスの価値を創造する」ことを経営方針としてい

ます。そのために、優れた商品・サービスとホスピタリティでお客様を魅了し、必ずリピートしていた

だける店舗づくりを目指します。 

  

当社では、現在第4次中期経営計画を推進中です。現下の厳しい経済環境の激変を受け、 終年度を平

成24年3月期まで1年延長し、同期における営業利益10億円を目指す計画としています。 

  

当社は、中期経営計画「チャレンジ10」で以下の方針に基づいて事業の拡大を目指します。 

① 鍋ぞうブランドの直営およびフランチャイズによる出店 

② 立地特性を重視したマルチブランドの出店 

③ 有力海外ブランドの出店 

④ 自社の強みを活かした新規事業への進出 

 また、事業の拡大を推進するためには、本社および現場の機能を更に強化する必要があると考えま

す。本社においては組織を機能別に再編し、ノウハウの構築および活用を図ります。店舗においては新

たな現場力強化プログラムを導入し、総合的な現場力の向上を図ります。 

  

 当社は前期に増配したものの、当期は配当を見送らせていただく予定であり、業容および収益力は未

だ不十分な状況にあります。また、景気の回復までには長期間を要するものと想定しています。このた

め、引続き経営資源を飲食事業に集中し、売上が低迷しても収益を確保できる企業体質を築くことが、

今後の対処すべき課題と考えています。 

 お客様のリピート率の向上、ブランド力の強化等を通じ、売上を確保すると共に、食材廃棄ロスの削

減、勤務時間管理の徹底等による原価削減および人件費削減を進めていきます。また、当社のビジョン

である「優れた商品・サービスとホスピタリティで、お客様を魅了し、必ずリピートして頂く」ことを

念頭に、事業運営にあたる所存です。 

  

2. 企業集団の状況

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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4.【財務諸表】

(1)【財務諸表】 

(単位：千円) 

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 675,906 673,928 

売掛金 326,888 347,224 

原材料 80,351 88,707 

前払費用 87,144 80,908 

その他 10,145 9,563 

流動資産合計 1,180,433 1,200,331 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 5,631,811 ※1 6,052,286 

減価償却累計額 △3,235,662 △3,482,326 

減損損失累計額 △55,250 △119,133 

建物（純額） 2,340,899 2,450,827 

機械及び装置 510,093 622,936 

減価償却累計額 △343,422 △404,040 

減損損失累計額 △474 △5,596 

機械及び装置（純額） 166,197 213,300 

工具、器具及び備品 668,680 775,534 

減価償却累計額 △503,183 △579,029 

減損損失累計額 △9,063 △11,395 

工具、器具及び備品（純額） 156,435 185,110 

土地 ※1 4,958,608 ※1 4,980,465 

建設仮勘定 － 29,950 

リース資産 － 41,263 

減価償却累計額 － △3,101 

リース資産（純額） － 38,162 

有形固定資産合計 7,622,140 7,897,815 

無形固定資産 

電話加入権 12,908 12,908 

ソフトウエア 35,278 57,598 

ライセンス料 22,293 30,826 

無形固定資産合計 70,479 101,332 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 400,075 ※1 178,336 

関係会社株式 89,825 89,825 

従業員に対する長期貸付金 － 4,570 

差入保証金 ※1, ※2 1,436,767 ※1, ※2 1,508,300 

その他 18,427 12,299 

投資その他の資産合計 1,945,094 1,793,329 

固定資産合計 9,637,713 9,792,477 

資産合計 10,818,146 10,992,807 
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(単位：千円) 

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) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 480,879 442,509 

短期借入金 ※1 105,800 ※1 100,500 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 615,060 ※1 812,784 

未払金 240,225 65,528 

未払費用 485,115 441,270 

店舗閉鎖損失引当金 － 12,000 

未払法人税等 252,329 33,899 

賞与引当金 78,987 67,242 

役員賞与引当金 10,000 － 

その他 89,046 79,084 

流動負債合計 2,357,441 2,054,815 

固定負債 

長期借入金 ※1 1,004,893 ※1 1,810,669 

長期未払金 － 177,214 

繰延税金負債 94,510 2,533 

退職給付引当金 85,795 90,859 

役員退職慰労引当金 75,179 52,695 

長期預り保証金 41,347 41,336 

リース債務 － 29,909 

固定負債合計 1,301,724 2,205,216 

負債合計 3,659,165 4,260,031 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,280,000 4,280,000 

資本剰余金 

資本準備金 1,169,534 1,169,534 

その他資本剰余金 900,000 900,000 

資本剰余金合計 2,069,534 2,069,534 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 628,212 333,169 

利益剰余金合計 628,212 333,169 

自己株式 △7,382 △7,497 

株主資本合計 6,970,364 6,675,206 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 188,617 57,570 

評価・換算差額等合計 188,617 57,570 

純資産合計 7,158,981 6,732,776 

負債純資産合計 10,818,146 10,992,807 

株式会社ワンダーテーブル（9174）平成21年3月期 決算短信（非連結）

―9―



②【損益計算書】 

(単位：千円) 

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 11,369,037 11,233,645 

売上原価 2,815,035 2,878,437 

売上総利益 8,554,002 8,355,208 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 78,005 81,652 

従業員給料 3,412,857 3,273,514 

賞与引当金繰入額 78,987 67,242 

退職給付費用 13,313 14,637 

役員退職慰労引当金繰入額 6,500 6,808 

福利厚生費 412,672 436,408 

旅費及び交通費 35,008 35,168 

租税公課 72,874 63,701 

地代家賃 1,312,753 1,357,009 

減価償却費 426,395 479,805 

その他 2,117,142 2,484,368 

販売費及び一般管理費合計 7,966,505 8,300,311 

営業利益 587,497 54,898 

営業外収益 

受取利息 247 806 

受取配当金 ※1 17,660 ※1 17,583 

経営指導料 ※1 3,422 ※1 2,700 

受取手数料 5,079 2,580 

その他 5,757 7,289 

営業外収益合計 32,165 30,957 

営業外費用 

支払利息 55,971 59,107 

その他 1,818 2,977 

営業外費用合計 57,790 62,084 

経常利益 561,872 23,771 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 444 

受取補償金 70,200 － 

特別利益合計 70,200 444 

特別損失 

店舗閉鎖損失 116,330 84,896 

減損損失 ※2 118,598 ※2 76,407 

固定資産除却損 0 3,677 

その他 7,330 3,885 

特別損失合計 242,259 168,865 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 389,813 △144,650 

法人税、住民税及び事業税 236,776 26,621 

法人税等調整額 △34,913 △2,067 

過年度法人税等 56,483 0 

法人税等合計 258,347 24,554 

当期純利益又は当期純損失（△） 131,467 △169,204 
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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 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 4,280,000 4,280,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,280,000 4,280,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,169,534 1,169,534 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,169,534 1,169,534 

その他資本剰余金 

前期末残高 900,000 900,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 900,000 900,000 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,069,534 2,069,534 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,069,534 2,069,534 

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 580,638 628,212 

当期変動額 

剰余金の配当 △83,893 △125,839 

当期純利益又は当期純損失（△） 131,467 △169,204 

当期変動額合計 47,574 △295,043 

当期末残高 628,212 333,169 

利益剰余金合計 

前期末残高 580,638 628,212 

当期変動額 

剰余金の配当 △83,893 △125,839 

当期純利益又は当期純損失（△） 131,467 △169,204 

当期変動額合計 47,574 △295,043 

当期末残高 628,212 333,169 

自己株式 

前期末残高 △7,357 △7,382 

当期変動額 

自己株式の取得 △25 △116 

当期変動額合計 △25 △116 

当期末残高 △7,382 △7,497 
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(単位：千円) 

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) 

株主資本合計 

前期末残高 6,922,816 6,970,364 

当期変動額 

剰余金の配当 △83,893 △125,839 

当期純利益 131,467 △169,204 

自己株式の取得 △25 △116 

当期変動額合計 47,549 △295,158 

当期末残高 6,970,364 6,675,206 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 259,239 188,617 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△70,622 △131,047 

当期変動額合計 △70,622 △131,047 

当期末残高 188,617 57,570 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 259,239 188,617 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△70,622 △131,047 

当期変動額合計 △70,622 △131,047 

当期末残高 188,617 57,570 

純資産合計 

前期末残高 7,182,055 7,158,981 

当期変動額 

剰余金の配当 △83,893 △125,839 

当期純利益又は当期純損失（△） 131,467 △169,204 

自己株式の取得 △25 △116 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △70,622 △131,047 

当期変動額合計 △23,074 △426,205 

当期末残高 7,158,981 6,732,776 
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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 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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 389,813 △144,650 

減価償却費 426,395 479,805 

減損損失 118,598 76,407 

長期前払費用償却額 2,443 1,844 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,312 5,064 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,500 △22,484 

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,961 △11,745 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 △10,000 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 12,000 

受取利息及び受取配当金 △8,999 △18,388 

支払利息 55,971 59,107 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △444 

有形固定資産除却損 70,757 54,542 

売上債権の増減額（△は増加） △33,207 △20,336 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,008 △8,356 

その他の資産の増減額（△は増加） △2,510 6,665 

仕入債務の増減額（△は減少） 58,400 △38,370 

未払債務の増減額（△は減少） 33,503 △43,844 

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,084 △26,746 

預り保証金の増減額（△は減少） 500 － 

その他の負債の増減額（△は減少） 18,176 △904 

小計 1,129,767 349,166 

利息及び配当金の受取額 8,999 19,738 

利息の支払額 △56,691 △59,719 

法人税等の支払額 △192,371 △235,615 

営業活動によるキャッシュ・フロー 889,704 73,570 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の売却による収入 － 1,227 

有形固定資産の取得による支出 △466,631 △952,255 

無形固定資産の取得による支出 △19,289 △60,358 

長期貸付けによる支出 － △5,000 

長期貸付金の回収による収入 － 30 

差入保証金の差入による支出 △54,126 △184,118 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9,356 － 

長期前払費用の取得による支出 － △5,360 

差入保証金の回収による収入 250,562 122,044 

預り保証金の返還による支出 － △39,747 

預り保証金の受入による収入 － 39,736 

投資活動によるキャッシュ・フロー △298,840 △1,083,801 
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(単位：千円) 

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

リース債務の返済による支出 － △3,101 

短期借入れによる収入 621,000 635,000 

短期借入金の返済による支出 △575,200 △640,300 

長期借入れによる収入 300,000 1,800,000 

長期借入金の返済による支出 △843,094 △796,500 

長期未払金の返済による支出 － △11,247 

社債の償還による支出 △80,000 － 

セールアンド割賦バック取引による収入 － 149,904 

自己株式の取得による支出 △25 △116 

配当金の支払額 △81,988 △125,387 

財務活動によるキャッシュ・フロー △659,307 1,008,253 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68,443 △1,977 

現金及び現金同等物の期首残高 744,349 675,906 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 675,906 ※1 673,928 
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該当事項はありません。 

  

  

(2)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(3)【重要な会計方針】

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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

関連会社株式 

移動平均法による原価法

関連会社株式

 同  左

その他有価証券

① 時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

その他有価証券

① 時価のあるもの

  同  左

② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

② 時価のないもの

  同  左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

① 原材料 

 終仕入原価法による原価法 

 

① 原材料 

 終仕入原価法（収益性の低下によ

る簿価切り下げの方法）による原価法

（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、 終仕入原価法

による原価法を適用していましたが、

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、 終仕入原価法による原価法

（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方法）により

算定しています。この変更による当事

業年度の損益に与える影響はありませ

ん。

３ 固定資産の減価償却の方

法

① 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(付属設備を除

く)については定額法)を採用して

います。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

  建物     ３～47年 

  機械及び装置 ３～９年

① 有形固定資産

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(付属設備

を除く)については定額法)を採用

しています。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。

  建物     ３～47年

  機械及び装置 ３～９年

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年

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、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しています。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微です。

(追加情報） 

店舗内装設備の減価償却の方法 

 平成20年4月1日以降に取得した店

舗内装設備については定額法を採用

しています。この結果、従来の方法

に比べて、当事業年度の営業利益、

経常損失および税引前当期純損失は

20,576千円多く計上されています。
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(追加情報） 

 なお、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い

ます。この変更が損益に与える影響

は軽微です。

② 無形固定資産 

社内に規定する方法による定額法

を採用しています。但し自社利用

のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間(３～５年)

に基づく定額法を採用していま

す。

② 無形固定資産

  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

額をゼロとして算定する方法によって

います。

(会計方針の変更) 

 当事業年度から「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号 

平成19年３月30日）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19年３

月30日）を適用し、所有権移転外ファ

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

計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上しています。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法を採用し

ています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

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

会計処理を採用しています。

③ 長期前払費用 

  均等償却しています。

④ 長期前払費用 

  同  左
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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)

４ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込み額を

計上しています。

① 貸倒引当金

  同  左

② 賞与引当金 

従業員賞与の支払に充当するた

め、将来の支給見込額のうち当期

の負担額を計上しています。

② 賞与引当金

  同  左

③ 役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えて、将来

の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しています。

③ 役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えて、将来

の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しています。

(会計方針の変更) 

 当事業年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用していま

す。この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、10百万円減少し

ています。

④ 退職給付引当金 

従業員退職金の支払に充当するた

め、退職給与規定に基づく自己都

合退職による期末要支給額の100％

相当額を計上しています。

④ 退職給付引当金

  同  左

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備えて、

当社内規に基づく期末要支給額を

計上しています。

⑤ 役員退職慰労引当金

  同  左

⑥ 店舗閉鎖損失引当金 

 翌事業年度の店舗閉鎖に伴って発生

すると見込まれる損失額を計上してい

ます。

(会計方針の変更) 

 従来、店舗閉鎖に関わる損失につい

ては店舗閉鎖時に計上しておりました

が、期末までに閉鎖の意思決定を行っ

た店舗に関わる将来の損失見積額を、

店舗閉鎖損失引当金として計上するこ

とに変更しました。 

 なお、この変更により税引前当期純

損失および当期純損失がそれぞれ

12,000千円増加しています。

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

によっています。

-
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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)

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取得

日から３ヶ月以内に満期の到来する定

期預金からなっています。

  同  左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

① 消費税等の処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜き方式によっています。

  同  左
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(4)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

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)

（売上原価の計上方法） 

 従来、飲食事業の売上原価には、原材料費のほか、販

売費及び一般管理費の中から厨房に関する費用を按分し

て振替処理していましたが、当事業年度から、販売費お

よび一般管理費からの振替処理を行わないことにしまし

た。 

 この変更は、飲食事業の多様化に伴い、調理担当社員

と調理非担当社員の区分、および厨房と客席の区分を明

確に行うことが困難になっていることを踏まえ、売上原

価を実態に即した形で把握して、損益計算区分を表示す

ることを目的としたものです。 

この変更により、従来の処理方法に比べ売上原価が

1,477百万円減少、売上総利益が1,477百万円増加、また

一般管理費が1,477百万円増加しています。なお、営業

利益以下の数字には影響ありません。

  
 
‐
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(5)【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３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 523,113千円

土地 4,958,608

投資有価証券 50,694

差入保証金 50,000

 計 5,582,415

   担保付債務は次のとおりです

短期借入金 89,000千円

１年以内返済長期借入金 615,060

長期借入金 1,004,893

 計 1,708,953

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産

建物 497,117千円

土地 4,958,608

投資有価証券 144,585

差入保証金 50,000

計 5,650,311

   担保付債務は次のとおりです

短期借入金 100,500千円

１年以内返済長期借入金 732,764

長期借入金 1,530,699

計 2,363,963

 

※２ 関係会社に対する資産

   差入保証金

株式会社ヒューマックス 216,453千円
 

※２ 関係会社に対する資産

   差入保証金

株式会社ヒューマックス 198,590千円

(損益計算書関係)

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)

 

※１ 関係会社との取引高

経営指導料 3,422千円

配当金 8,910千円

※２ 特別損失のうち重要なもの

減損損失 118,598千円

 

※１ 関係会社との取引高

経営指導料 2,700千円

配当金 7,560千円

※２ 特別損失のうち重要なもの

減損損失 76,407千円

 

 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 損失額

東京都 営業店舗 建物 106,451

東京都 営業店舗 機械装置 661

東京都 営業店舗 器具備品 9,871

東京都 営業店舗 リース資産 1,614

 当社は、営業店舗については店舗別に減損処理
を行っています。 
 従来、当社は事業グループ別に減損の要否を判
断していたため、減損は発生していませんでした
が、今般情報開示を充実させるため、営業店舗に
ついては店舗別に減損処理を行うこととしまし
た。 
 この変更に伴い減損損失が118,598千円発生して
います。この結果、前事業年度と同様の区分方法
によった場合に比べ、税引前当期純利益が同額減
少しています。 
 当事業年度において、営業店舗のうち、帳簿価
額を将来に渡り回収する可能性がないと判断した
店舗について、全ての資産を残存価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として、特別損失に計
上しました。

 

 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 損失額

東京都 営業店舗 建物 68,093

東京都 営業店舗 機械装置 5,122

東京都 営業店舗 器具備品 3,192

当事業年度において、営業店舗のうち、来期に
おいて閉店等を決定した店舗については帳簿価額
を将来に渡り回収する可能性がないと判断し、全
ての資産の帳簿価額全額を減額し、当該減少額を
減損損失として、特別損失に計上しました。
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前事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取りによる増加です。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

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)

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 42,000 ─ ─ 42,000

合計 42,000 ─ ─ 42,000

自己株式

 普通株式(注) 54 0 ─ 54

合計 54 0 ─ 54

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

一株あたり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月25日 
定時株主総会

普通株式 83,893 2 平成19年３月31日 平成19年６月26日

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
一株あたり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 125,839 利益剰余金 3 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取りによる増加です。  

  

２ 新株予約権等に関する事項 

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 

 
  

  

  

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 42,000 ─ ─ 42,000

合計 42,000 ─ ─ 42,000

自己株式

 普通株式(注) 54 1 ─ 55

合計 54 1 ─ 55

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

一株あたり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 125,839 3 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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前事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで) 

  

 
  

当事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで) 

  

 
  

  

 
  (注) 潜在株式がないため、また当期純損失が計上されているため「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」

は記載していません。 

  

  （注）算定上の基礎 

  １株当たり当期純利益または当期純損失の算定上の基礎。 

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

※１ 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

現金及び預金 675,906千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 ─

現金及び現金同等物 675,906

※１ 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

現金及び預金 673,928千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 ─

現金及び現金同等物 673,928

(持分法投資損益等)

関連会社に対する投資の金額(千円) 89,825

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 155,181

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 52,287

関連会社に対する投資の金額(千円) 89,825

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 136,742

持分法を適用した場合の投資利益の金額(千円) 31,851

(１株当たり情報)

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)

 
１株当たり純資産額 170.67円 １株当たり純資産額 160.51円

 
１株当たり当期純利益 3.13円 １株当たり当期純損失 4.03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)

当期純利益(千円) 131,467 －

当期純損失(千円) － 169,204

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) 131,467 －

普通株式に係る当期純損失(千円) － 169,204

普通株式の期中平均株式数(千株) 41,946 41,946
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 リース取引関係、有価証券、関連当事者との取引、デリバティブ取引、税効果会計、退職給付に関す

る注記事項については、決算短信での開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を者略しま

す。 

  

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動(平成21年6月24日付予定) 

 (退任予定取締役) 

   取締役 村山 好弘 

   (注) 取締役 村山 好弘氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 

  

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同 左

(開示の省略)

5. その他

(1) 役員の異動
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