
平成21年4月期 決算短信（非連結） 
平成21年6月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東和フードサービス株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 3329 URL http://www.towafood-net.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 岸野 禎則
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 堀口 忠史 TEL 03-5843-7666
定時株主総会開催予定日 平成21年7月24日 配当支払開始予定日 平成21年7月9日
有価証券報告書提出予定日 平成21年7月27日

1.  21年4月期の業績（平成20年5月1日～平成21年4月30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4月期 11,415 △2.7 413 △41.8 386 △45.2 126 △64.2
20年4月期 11,727 6.1 710 19.7 704 △0.9 352 △7.5

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4月期 61.86 61.57 3.6 5.1 3.6
20年4月期 172.33 171.54 10.7 9.5 6.1

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4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4月期 7,507 3,516 46.8 1,722.51
20年4月期 7,570 3,449 45.5 1,686.79

（参考） 自己資本   21年4月期  3,510百万円 20年4月期  3,443百万円

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4月期 401 △409 △50 1,179
20年4月期 918 △726 △28 1,237

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4月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 51 14.5 1.5
21年4月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 50 40.4 1.5
22年4月期 

（予想） ― 10.00 ― 15.00 25.00 22.2

3.  22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

5,500 △6.2 210 △24.7 195 △26.4 85 △1.2 41.67

通期 11,500 0.7 530 28.3 500 29.5 230 82.5 112.76
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注）詳細は、26ページ「重要な会計方針の変更」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、48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4月期 2,046,600株 20年4月期 2,046,600株
② 期末自己株式数 21年4月期  8,317株 20年4月期  4,860株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

東和フードサービス㈱（3329）平成21年４月期決算短信（非連結）

2



当事業年度における外食業界をとりまく環境は、資源高による食材価格の高騰や、サブプライムロー

ン問題に端を発した、金融市場の混乱による世界的景気後退の中で、消費者の生活防衛意識が一段と高

まるなど、厳しい状況で推移しております。 

このような状況の下、当社は「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい食の場を提供する」という

経営理念のもと、「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」というコンセプトが一層輝く時である

という認識を深め、「東京圏ベストロケーション」「ライトフード」「女性ターゲット」という営業方

針に基づいた需要創造活動に注力してまいりました。 

食材の値上がりに対しては、メニュー改定や食材の組み換えにより、粗利益の確保に努めました。平

成20年11月以降より、食材の価格は徐々に落ち着きはじめ、食材価格の値下げ分の半分を商品の品質向

上を通してお客様に還元をし、顧客確保ならびに客数回復に取り組みました。 

下期の景気後退局面では、消費者の低価格志向が強くなり、外食各社が低価格路線を選択する中で、

外食市場の実態に即した価格への水準訂正は行うものの、基本的に当社は軸足を崩さずに「あったら楽

しい食の場」「手の届く贅沢」のコンセプトのもと、適正価格でより高い付加価値をお客様に提供する

ことに注力いたしました。平成21年３月より、ダッキーダック、スパゲッティ食堂ドナ、ぱすたかんに

投入いたしましたプチディナーは、家庭では味わえない食材や商品の組み合わせにより、ごちそう感と

割安感でお客様の支持を得ることができ、平日の夜の時間帯を中心に売上を回復させております。 

接客サービス面では、各店舗に「スマイルリーダー」として高い基準で笑顔の接客をできる人材を育

成しサービスの向上に努めております。厨房責任者としての「キチンリーダー」の配置は、料理を美味

しい状態で安定して提供するに留まらず、店長をマネジメント、接客サービス、ホールでの教育訓練に

エネルギーを集中させ、顧客満足度の向上につなげております。 

商品面では、主力の自社製の「無添加生麺」ならびに「シフォンケーキ」の品質改良を進めており、

当社でしか味わえない美味しさの追求を継続して実施しております。 

当事業年度における新規出店は、ダッキーダック２店舗、カフェ３店舗、ぱすたかん２店舗のほか、

平成20年５月に株式会社プロントコーポレーションとの提携に基づき、「プロント新橋駅前店（東京都

港区）」を新規出店いたしました。さらに事業再構築として、新たな需要創造を目的に５店舗の業態変

更による出店をいたしました。 

特に「カフェトバコ」の出店（平成20年10月有楽町店（東京都千代田区）・平成21年４月新橋駅前店

（東京都港区））は、愛煙家の喫茶需要の取り込みという差別化で、お客様からの反響も大きくマスコ

ミからの注目も集めております。 

店舗の改装にも注力し、同一商業施設内の移転等による４店舗の全面改装や、ファサードを中心とし

たポイントリニューアル（部分改装）を実施いたしました。 

一方、商業施設の改装や契約期間満了等により、８店舗閉店したため、当事業年度末における店舗数

は、前期末と増減なく117店舗となりました。 

なお、平成21年５月、震災リスク軽減および本部機能強化のため、本社事務所を「東京都港区新橋三

丁目20番１号 ＴＯＷＡ Ｊ’Ｓビル６Ｆ」に移転いたしました。 

  

以上の結果、売上高は11,415,521千円（前年同期比2.7%減）、営業利益については413,791千円（前

年同期比41.8%減）となり、経常利益は386,056千円（前年同期比45.2%減）となりました。 

特別利益は、第６期定時株主総会で打ち切り支給の決議をいたしました役員退職慰労引当金の全額返

上による戻入額（40,943千円）を計上いたしましたが、業態変更による閉店および改装店舗等の固定資

産除却損（93,529千円）および店舗閉鎖損失（74,553千円）等を特別損失に計上したことから、当期純

利益は126,176千円（前年同期比64.2%減）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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部門別概況 

[ダッキーダック] 

（レストラン：期末店舗数27店舗、１店舗減少） 

（ケーキショップ：期末店舗数３店舗 ２店舗減少） 

「あったら楽しい店」「手の届く贅沢」をコンセプトに、食事でも喫茶だけでも気軽に利用できる店

として、「スマイルリーダー」を中心に、高い基準で笑顔あふれる店づくりをしております。自社製の

無添加生麺とケーキによる「パスタ＆ケーキ」を訴求し、競争力を高めてまいります。 

平成21年３月に新規出店した「ダッキーダック船橋東武店（千葉県船橋市）」は、ダッキーダックの

モデルと比較して約70％の面積の小型店で、かつ居抜き物件での出店のため、設備投資額を抑えること

ができ、今後のダッキーダックの出店の試金石と考えております。 

レストランの売上高は、3,660,365千円（前年同期比5.9%減）となりました。 

ケーキショップの売上高は、245,516千円（前年同期比13.5%減）となりました。 

  

[ドナ] 

（期末店舗数42店舗、３店舗減少） 

「スパゲッティ食堂」をコンセプトに、夜はワインを傾けながら美味しい自社製無添加生麺のスパゲ

ッティをお客様に楽しんで頂いております。「キチンリーダー」を活用することにより、商品の品質向

上はもとより、店長がお客様へのサービスに専念する環境づくりをしており、「スマイルリーダー」を

中心に、笑顔ある高質の接客サービスの提供に注力しております。 

商品におきましては、自社製のケーキを活用し、デザートの品質を高め種類の増加を図ってまいりま

す。 

売上高は3,307,453千円（前年同期比8.8%減）となりました。 

  

[カフェ・その他] 

（期末店舗数27店舗、３店舗増加） 

「非（脱）日常的な古き良き時代の雰囲気の中で、美味しく香り高い珈琲と良質のケーキ・スイー

ツ・軽食を楽しみ、ゆとりとくつろぎの60分を過ごす」をコンセプトに、「大正ロマン」を彷彿させる

内装・雰囲気は未だ追随を許さない強さがあり、当社の収益の中心になっております。 

サイフォン珈琲の品質を高め、微笑みのある温かな接客に注力していくことで、より一層の差別化を

進めてまいります。 

新たな取り組みとして、店内焙煎機で生豆からローストした高品質の珈琲豆の販売とイートインので

きる「自家焙煎銀座椿屋珈琲新浦安店（千葉県浦安市）」を平成21年４月に新規出店いたしました。 

売上高は2,356,294千円（前年同期比0.3%減）となりました。 
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[ぱすたかん] 

（期末店舗数17店舗、２店舗増加） 

「「楽しさ」セルフクッキング・共食」をコンセプトに、安全性や室温に配慮した自社開発の電磁鉄

板の使用や、セルフクッキングで楽しんで頂くための砂時計の設置、均一に蒸し焼きにすることで、ふ

んわりと仕上げるためのスケルトン蓋の採用等、独自のマーケティングにより差別化を図っておりま

す。清潔感あるクリンリネスとホスピタリティ（笑顔、おもてなしの心）を基本に、お客様一人一人を

個別対応していくことで接客サービスの向上に注力しております。 

商品におきましては、割安感のあるセットメニューのバリエーションを増やし、デザートは自社製の

ケーキを活用することで強化を図っております。 

売上高は1,413,675千円（前年同期比8.0%増）となりました。 

  

[その他] 

ケーキの直販・外販、珈琲類および自社製ソース・ドレッシングの外販を行っております。 

生産面におきましては、主力製品である自社製無添加生麺を、メーカーとの共同で品質改良を行って

おります。今後はソース類ならびにシフォンケーキにおきましても、他店では味わえない差別化された

品質への改良に注力してまいります。 

売上高は255,733千円（前年同期比0.8%増）となりました。 

なお、「プロント新橋駅前店」は平成20年５月の新規出店以来、お客様からの強い支持を得て堅調に

推移しております。 

売上高は176,482千円となりました。 

  

（次期の見通し） 

日本経済においては、前年度後半からの世界的不況により、景気低迷局面が継続すると予想されま

す。 

外食産業においては、この景気低迷により消費者の生活防衛意識や、食の安全安心に対する意識がよ

り高まるなど、経営環境はさらに厳しさを増すものと考えられます。 

このような中、当社は顧客確保（ファン作り）、客数回復のための顧客指向をさらに徹底し、「あっ

たら楽しい」「手の届く贅沢」をコンセプトとして、メニュー開発力の強化、ホスピタリティ溢れる接

客サービスを提供できる人材を育成し、営業力の強化に取り組んでまいります。 

これを前提とした次期の見通しは、売上高11,500,000千円（前年同期比0.7%増）、営業利益530,000

千円（前年同期比28.3%増）、経常利益500,000千円（前年同期比29.5%増）、当期純利益230,000千円

（前年同期比82.5%増）を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産は7,507,763千円となり、前事業年度末比で62,588千円減少しました。 

 そのうち流動資産が前事業年度末比で46,324千円減少、固定資産が前事業年度末比で16,264千円減少

しております。 

これは主に現預金の減少、および８店舗の退店により差入保証金等が減少したことによるものであり

ます。 

負債につきましては、前事業年度末比で129,562千円減少の3,991,283千円となりました。 

これは主に未払法人税等が減少したことによるものであります。 

純資産は、前事業年度末比で66,973千円増加の3,516,479千円となりました。 

これは主に、当期純利益の影響によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比較して

57,965千円減少し、1,179,562千円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・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、401,911千円（前年同期比56.3%減）となりまし

た。これは主に、税引前当期純利益が272,042千円、減価償却費が503,602千円、および店舗の業態変

更、改装による固定資産除却損が93,529千円あったことなど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、409,721千円（前年同期比43.6％減）となりま

した。これは主に新規店舗の出店および業態変更、改装による有形固定資産の取得による支出が

550,419千円あったことなど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減少した資金は、50,156千円（前年同期比75.9%増）となりまし

た。これは主に長期借入れによる収入が1,000,000千円あったのに対し、長期借入金の返済による支出

が893,896千円、社債の償還による支出が80,000千円、配当金の支払額が当事業年度の中間配当金を含

め50,917千円あったことによるものであります。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期

自己資本比率(％) 43.5 45.5 46.8

時価ベースの自己資本比率(％) 78.4 63.2 48.6

債務償還年数(年) 4.5 2.8 6.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10.5 15.6 6.4

(注１) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

(注２) 営業キャッシュ・フローは、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

(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

象としております。また、利払いについては、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。
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当社は、将来の事業展開と経営体質強化のための内部留保を重視する一方、株主に対する利益還元を

行うことも経営の重要課題と認識しており、経営基盤の強化と自己資本比率の向上を図りつつ、安定的

な配当の継続を基本とし、配当性向15％をベースとして株主還元を行ってまいります。 

  

①食材の調達と安全性に係るリスク 

 当社は、安全で安心な食材を提供するため、信頼性の高い仕入先から継続して食材を調達し、輸入食

材については可能な限り担当者が産地を訪れて状況確認し、また通関時の検査結果の確認に加え、定期

的に自主検査も実施して安全性を確認しております。 

 しかし、残留農薬などで輸入食材の調達が不可能となった場合等においては、特定食材の調達が充分

に行えなかったり、原価が上昇するなどにより、一部のメニューの変更を余儀なくされるケースも想定

され、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

②セントラルキッチンおよび店舗での衛生管理に係るリスク 

 当社は、セントラルキッチンを所有し、スパゲッティの生麺とソース、ドレッシングおよびフレッシ

ュケーキを製造し、店舗へチルド配送しております。 

 セントラルキッチンおよび店舗においては、厳しい品質管理と衛生検査を実施しておりますが、万一

当社店舗において食中毒が発生した場合には、営業停止処分などにより当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

③人材の確保と育成に係るリスク 

 当社は、新規出店計画をベースとして人材の確保と育成に努めておりますが、店長適格者の採用と育

成、およびパート・アルバイトの労働力確保が出店計画に沿って進捗しない場合には、店舗マネジメン

トに支障が生じるリスクがあり、その場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

④新規出店立地の確保に係るリスク 

 当社が新規出店を行うにあたっては「東京圏ベストロケーション」を基本方針として、主要ターミナ

ル駅の周辺や集客力の高い大規模商業施設を中心に出店しており、今後もこの基本方針の下、新規出店

を進める計画であります。しかしながら、不動産賃貸借市場の動向などによっては、当社の希望する条

件などに合致する物件の確保が計画通りに進まないことも想定され、その場合には、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

⑤財政状態に係るリスク 

 当社では賃借による出店を基本としているため、家主に対する保証金・敷金残高が平成21年４月期末

でそれぞれ、747,744千円、1,617,219千円あります。また、過去の新規出店に要した費用の一部を金融

機関からの借入金で賄ったため、平成21年４月期末の有利子負債依存度は36.8％であります。 

 保証金・敷金は家主の財政状態の変化によって返還されない可能性があり、また金利が著しく上昇し

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。 

⑥個人情報の管理に係るリスク 

 当社は、業務執行の過程において個人情報保護法に定める個人情報を取り扱っております。 

 当社では個人情報の保護に関する方針を定め、システムのセキュリティ強化に取り組むなど、個人情

報の漏洩防止に努めておりますが、万一こうした個人情報が漏洩した場合、社会的信用を損なったり、

損害賠償の必要が生じるなど、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
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 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(東和フードサービス株式会社)、および非連結子会

社１社(ＴＦＳデザイン株式会社)より構成されております。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は、「味覚とサービスを通して都会生活に楽しい食の場を提供する」という経営理念のもと、

「あったら楽しい食の場」、「手の届く贅沢」をコンセプトとして、「東京圏ベストロケーション」で

「ライトフード」を「女性ターゲット」に提供することを目的に４業態の店舗を、首都圏の１都３県

(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で展開しております。 

 ４業態とは、①カジュアルレストランとケーキショップの「ダッキーダック」、②スパゲッティ専門

店「スパゲッティ食堂ドナ」、③「椿屋珈琲店」をはじめとする高級喫茶およびセルフサービスカフ

ェ、そして④お好み焼・もんじゃ焼の「ぱすたかん」です。 

  

店舗運営においては、業態によってお客様が求める価値基準が異なることから、売上高に対する食材

費率と人件費率合計(ＦＬコスト)の目標比率を定めてコントロールすること、そして新規店舗の開設に

あたっては、内装や設備機器の標準化によるコスト削減で投資金額を圧縮し、投資効率を高めることで

ＲＯＩ(投下資本利益率)の向上を図ります。 

 また、総合的収益指標としては、規模の拡大による食材費比率の低減、物流および事務管理効率アッ

プ、また内部留保の充実で支払利息を削減し、売上高経常利益率を高めることを目指します。 

  

当社は、安定した継続的成長を指向しており、そのために中長期的に取り組むべき課題は下記のとお

りであります。 

①社員教育に注力し、人間性・専門性の両面で必要な素養を身に付けた上で、当社の経営方針およ 

 び事業コンセプトを確りと理解し、これに沿った店舗マネジメントを実践する人材を育成するこ 

 と。 

②店舗を構成する３要素、すなわち「内装・雰囲気」「商品内容と価格」「接客サービス」のそれ 

 ぞれについて、一層のレベルアップに努め、顧客満足度を高めて強い「ブランド」を築くこと。 

③当社の運営する４つの業態のそれぞれについて、より専門性を高めながら、経営効率と顧客満足 

 の両面で均衡のとれたビジネスモデルのフォーマットを確立すること。 

④衛生管理・品質管理面で確信の持てる食材製造体制を確立し、さらに店舗数の増加に対応できる 

 余力ある供給体制を持つ工場設備を構築すること。 

⑤新規店舗の開設、工場設備の拡充に適宜対応できる強固な財務体質を構築すること。 

  

当社の属する外食産業は、業界内や中食市場との競合激化が続く中、かつてない世界的不況を背景に

した消費者の生活防衛意識や、食の安全安心に対する意識の高まりなど、厳しい経営環境にあります。 

このような状況下、「顧客確保（ファン作り）、客数回復」に重点をおき、「あったら楽しい店」

「手の届く贅沢」のコンセプトに沿って、「美味しいメニューを適切なサービスで、気持ち良い内装・

雰囲気の中で味わう60分」の具現化を図ってまいります。特に定量分析を基礎としたメニュー開発力の

強化をはじめ、教育・訓練を充実することで、より質の高い商品、ホスピタリティ溢れる接客サービス

（先ずは笑顔の接客サービス）を提供できる人材を育成し、営業力の強化に取り組んでまいります。 

食の安全確保におきまして、引き続き取り扱い食材について品質規格書の確認や、安全安心推進室を

中心とした衛生管理の強化など、事故防止に向けた取り組みに注力してまいります。 

また、仕入れの多様化による食材コスト削減、製造部門における生産性の向上、管理部門の業務見直

しなど、あらゆるコストについての削減努力を継続することによって、収益力を高めてまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,237,528 1,179,562 

売掛金 271,179 259,405 

商品 1,512 － 

製品 26,432 － 

商品及び製品 － 20,914 

原材料 57,466 － 

貯蔵品 5,051 － 

原材料及び貯蔵品 － 69,847 

前払費用 118,321 127,121 

繰延税金資産 19,721 14,675 

その他 20,802 40,425 

貸倒引当金 △418 △679 

流動資産合計 1,757,597 1,711,273 

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  3,282,208 ※1  3,406,336 

減価償却累計額 △1,636,644 △1,787,823 

建物（純額） 1,645,563 1,618,513 

構築物 684 684 

減価償却累計額 △656 △663 

構築物（純額） 27 20 

機械及び装置 2,392 2,392 

減価償却累計額 △1,396 △1,629 

機械及び装置（純額） 996 763 

車両運搬具 3,076 3,076 

減価償却累計額 △1,877 △2,259 

車両運搬具（純額） 1,199 816 

工具、器具及び備品 594,208 650,446 

減価償却累計額 △377,558 △443,033 

工具、器具及び備品（純額） 216,649 207,413 

土地 ※1  1,307,487 ※1  1,257,487 

リース資産 － 154,211 

減価償却累計額 － △17,337 

リース資産（純額） － 136,873 

建設仮勘定 2,000 19,564 

有形固定資産合計 3,173,923 3,241,452 

東和フードサービス㈱（3329）平成21年４月期決算短信（非連結）

10



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 4,504 3,769 

リース資産 － 12,096 

電話加入権 9,944 9,944 

無形固定資産合計 14,449 25,809 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,169 7,290 

関係会社株式 5,000 5,000 

出資金 300 300 

従業員に対する長期貸付金 3,686 3,078 

長期前払費用 37,467 23,174 

繰延税金資産 134,429 125,432 

差入保証金 817,811 747,744 

敷金 1,618,528 1,617,219 

貸倒引当金 △11 △13 

投資その他の資産合計 2,624,380 2,529,227 

固定資産合計 5,812,753 5,796,489 

資産合計 7,570,351 7,507,763 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 273,724 229,211 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  876,040 ※1  232,700 

1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

リース債務 － 33,298 

未払金 407,466 379,244 

未払賞与 186,904 150,718 

未払費用 79,221 71,356 

未払法人税等 151,607 9,783 

未払消費税等 48,425 20,362 

預り金 28,481 15,011 

前受収益 － 2,045 

流動負債合計 2,131,872 1,223,733 

固定負債   

社債 480,000 400,000 

長期借入金 ※1  1,144,072 ※1  1,893,516 

リース債務 － 124,765 

退職給付引当金 282,096 287,858 

役員退職慰労引当金 40,943 － 

長期預り金 1,500 1,500 

長期預り敷金 40,361 59,910 

固定負債合計 1,988,972 2,767,550 

負債合計 4,120,845 3,991,283 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 673,341 673,341 

資本剰余金   

資本準備金 683,009 683,009 

資本剰余金合計 683,009 683,009 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 1,670,000 1,970,000 

繰越利益剰余金 430,196 205,350 

利益剰余金合計 2,100,196 2,175,350 

自己株式 △11,536 △18,606 

株主資本合計 3,445,009 3,513,094 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,026 △2,136 

評価・換算差額等合計 △1,026 △2,136 

新株予約権 5,522 5,522 

純資産合計 3,449,506 3,516,479 

負債純資産合計 7,570,351 7,507,763 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 11,727,495 11,415,521 

売上原価   

商品及び原材料期首たな卸高 38,652 38,330 

製品期首たな卸高 17,628 26,432 

当期商品及び原材料仕入高 1,978,358 1,912,011 

当期製品製造原価 1,020,897 1,018,519 

ロイヤリティー － 5,290 

合計 3,055,537 3,000,585 

商品及び原材料期末たな卸高 38,330 41,263 

製品期末たな卸高 26,432 20,176 

売上原価合計 2,990,773 2,939,144 

売上総利益 8,736,722 8,476,377 

販売費及び一般管理費 ※1  8,025,777 ※1  8,062,585 

営業利益 710,945 413,791 

営業外収益   

受取利息 2,659 2,462 

受取配当金 192 207 

受取補償金 55,566 13,946 

受取家賃 － 12,282 

協賛金収入 5,848 5,743 

受取保険金 936 － 

その他 1,946 2,469 

営業外収益合計 67,149 37,111 

営業外費用   

支払利息 51,631 50,562 

社債利息 5,898 7,826 

社債発行費 11,649 － 

不動産賃貸原価 － 1,967 

その他 4,463 4,490 

営業外費用合計 73,643 64,846 

経常利益 704,451 386,056 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  186 ※2  14,043 

立退補償金 － 23,301 

役員退職慰労引当金戻入額 － 40,943 

特別利益合計 186 78,289 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  35,680 ※3  93,529 

固定資産売却損 － ※4  159 

店舗閉鎖損失 ※5  3,879 ※5  74,553 

減損損失 ※6  18,322 ※6  3,060 

訴訟解決金及び訴訟関連費用 － 21,000 

特別損失合計 57,882 192,302 

税引前当期純利益 646,756 272,042 

法人税、住民税及び事業税 271,899 116,144 

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 14,917 

法人税等調整額 22,313 14,804 

法人税等合計 294,213 145,866 

当期純利益 352,542 126,176 
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【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 608,424 59.6 640,236 62.9

Ⅱ 労務費 ※２ 243,806 23.9 224,353 22.0

Ⅲ 経費 ※３ 168,666 16.5 153,929 15.1

当期総製造費用 1,020,897 100.0 1,018,519 100.0

当期製品製造原価 1,020,897 1,018,519

(脚注)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

 １ 原価計算の方法

当社の原価計算は、実際組別総合原価計算を採用

しております。

 １ 原価計算の方法

同左

※２ 労務費には、退職給付費用2,432千円が含まれて

おります。

※２ 労務費には、退職給付費用2,946千円が含まれて

おります。

 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 32,540千円

消耗品費 24,058千円

支払家賃 14,052千円

減価償却費 11,677千円

修繕費 10,735千円

リース料 48,062千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 32,844千円

消耗品費 18,854千円

支払家賃 14,052千円

減価償却費 12,920千円

修繕費 8,463千円

リース料 40,274千円
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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５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 673,341 673,341 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 673,341 673,341 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 683,009 683,009 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 683,009 683,009 

資本剰余金合計   

前期末残高 683,009 683,009 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 683,009 683,009 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 563 － 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △563 － 

当期変動額合計 △563 － 

当期末残高 － － 

別途積立金   

前期末残高 1,370,000 1,670,000 

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 300,000 

当期変動額合計 300,000 300,000 

当期末残高 1,670,000 1,970,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 428,254 430,196 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 563 － 

別途積立金の積立 △300,000 △300,000 

剰余金の配当 △30,699 △30,626 

剰余金の配当（中間配当） △20,465 △20,395 

当期純利益 352,542 126,176 

当期変動額合計 1,941 △224,845 

当期末残高 430,196 205,350 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,798,817 2,100,196 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △30,699 △30,626 

剰余金の配当（中間配当） △20,465 △20,395 

当期純利益 352,542 126,176 

当期変動額合計 301,378 75,154 

当期末残高 2,100,196 2,175,350 

自己株式   

前期末残高 － △11,536 

当期変動額   

自己株式の取得 △11,536 △7,070 

当期変動額合計 △11,536 △7,070 

当期末残高 △11,536 △18,606 

株主資本合計   

前期末残高 3,155,168 3,445,009 

当期変動額   

剰余金の配当 △30,699 △30,626 

剰余金の配当（中間配当） △20,465 △20,395 

当期純利益 352,542 126,176 

自己株式の取得 △11,536 △7,070 

当期変動額合計 289,841 68,084 

当期末残高 3,445,009 3,513,094 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,584 △1,026 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,610 △1,110 

当期変動額合計 △2,610 △1,110 

当期末残高 △1,026 △2,136 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,584 △1,026 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,610 △1,110 

当期変動額合計 △2,610 △1,110 

当期末残高 △1,026 △2,136 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

新株予約権   

前期末残高 5,522 5,522 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,522 5,522 

純資産合計   

前期末残高 3,162,274 3,449,506 

当期変動額   

剰余金の配当 △30,699 △30,626 

剰余金の配当（中間配当） △20,465 △20,395 

当期純利益 352,542 126,176 

自己株式の取得 △11,536 △7,070 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,610 △1,110 

当期変動額合計 287,231 66,973 

当期末残高 3,449,506 3,516,479 
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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５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 646,756 272,042 

減価償却費 465,381 503,602 

減損損失 18,322 3,060 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,821 5,762 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △510 △40,943 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △118 262 

受取利息及び受取配当金 △2,851 △2,669 

支払利息 51,631 50,562 

社債利息 5,898 7,826 

社債発行費 11,649 － 

固定資産売却損益（△は益） △186 △13,884 

立退補償金 － △23,301 

固定資産除却損 28,642 93,529 

店舗閉鎖損失 3,879 74,553 

訴訟解決金及び訴訟関連費用 － 21,000 

売上債権の増減額（△は増加） 76,109 11,774 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,511 △298 

前払費用の増減額（△は増加） △23,724 △5,416 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 57,214 △4,110 

長期前払費用の増減額（△は増加） △17,912 △2,139 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,814 △44,512 

未払金の増減額（△は減少） △17,246 △77,249 

未払賞与の増減額（△は減少） 8,244 △36,186 

未払費用の増減額（△は減少） △8,736 △7,028 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

989 △2,576 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,932 △19,085 

預り金の増減額（△は減少） △10,086 △13,470 

前受収益の増減額（△は減少） △55,566 2,045 

小計 1,233,340 753,149 

利息及び配当金の受取額 2,783 2,679 

利息の支払額 △59,035 △62,609 

訴訟解決金及び訴訟関連費用の支払額 － △21,000 

法人税等の支払額 △258,316 △270,308 

営業活動によるキャッシュ・フロー 918,771 401,911 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 － 

定期預金の払戻による収入 500,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △664,293 △550,419 

有形固定資産の売却による収入 900 86,597 

無形固定資産の取得による支出 － △2,360 

固定資産の除却による支出 － △21,136 

投資有価証券の取得による支出 △133 △1,994 

関係会社株式の取得による支出 △5,000 － 

貸付けによる支出 △800 △2,150 

貸付金の回収による収入 7,326 4,080 

差入保証金の差入による支出 △13,324 △25,846 

差入保証金の回収による収入 51,335 41,385 

敷金の差入による支出 △182,267 △76,352 

敷金の回収による収入 43,767 118,773 

預り敷金の受入による収入 40,361 19,549 

店舗閉鎖に伴う支出 △3,879 △19,518 

店舗立退に伴う補償金収入 － 19,670 

投資活動によるキャッシュ・フロー △726,007 △409,721 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 800,000 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △1,313,850 △893,896 

社債の発行による収入 588,350 － 

社債の償還による支出 △40,000 △80,000 

リース債務の返済による支出 － △18,271 

自己株式の取得による支出 △11,536 △7,070 

配当金の支払額 △51,478 △50,917 

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,514 △50,156 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 164,249 △57,965 

現金及び現金同等物の期首残高 1,073,278 1,237,528 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,237,528 ※1  1,179,562 
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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】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

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 デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 製品、商品

総平均法による原価法

(2) 原材料、貯蔵品

最終仕入原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 製品・商品

   総平均法

(2) 原材料・貯蔵品

   最終仕入原価法
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項目
前事業年度

(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

４ 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日以降取

得した建物(建物付属設備は除く)

については、定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 10～50年

機械及び装置 ７～９年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ３～６年

(追加情報)

当事業年度から、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

了した翌事業年度から５年間で均

等償却する方法によっておりま

す。これによる損益に与える影響

は軽微であります。

 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物付属設備は除く)

については、定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 10～50年

機械及び装置 ８～９年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び備品 ３～６年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における見込利

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(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

価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

平成20年４月30日以前に契約をし

た、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) 長期前払費用

均等償却しております。

(4) 長期前払費用

同左

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用処理しておりま

す。

―
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項目
前事業年度

(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

６ 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

績率等により、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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務に基づき計上しております(簡

便法)。

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

内規の改訂に伴い、役員に対する

退職慰労金制度が廃止されたた

め、内規上の経過措置から生じる

要支給額のみを計上しておりま

す。

―

７ 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

貸借取引に準じた会計処理によってお

ります。

―

８ 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、特

例処理の要件を満たしております

ので、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 変動金利支払いの

      借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

市場金利の変動によるリスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取引

を行っております。なお、この取

引については実需の範囲内で行う

こととし、投機目的の取引は行わ

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

例処理の要件を満たしております

ので、決算日における有効性の評

価を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ 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。

同左

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1)消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

(1)消費税等の処理方法

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度

(自 平成19年５月１日

至 平成20年４月30日)

当事業年度

(自 平成20年５月１日

至 平成21年４月30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、当事業年度より「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

業会計審議会第一部会）、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方法に準じた会

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軽微であります。

（棚卸資産の評価に関する会計基準等）

 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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【表示方法の変更】

前事業年度

(自 平成19年５月１日

至 平成20年４月30日)

当事業年度

(自 平成20年５月１日

至 平成21年４月30日)

― （損益計算書関係） 

 

 １．受取保険金 

 

 前事業年度末まで区分掲記しておりました「受取保険

金」は、営業外収益の総額の100分の10以下であるた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することにし

ました。なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に

含まれている受取保険金は73千円であります。
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(8)【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４月30日)

当事業年度 
(平成21年４月30日)

 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

建物 69,826千円

土地 409,000千円

計 478,826千円
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

建物 66,826千円

土地 409,000千円

計 475,826千円

 

(ロ)上記に対応する債務

一年内返済予定の
長期借入金

500,000千円

長期借入金 ―千円

計 500,000千円
  

(ロ)上記に対応する債務

一年内返済予定の
長期借入金

112,680千円

長期借入金 387,320千円

計 500,000千円
 

 

２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入金未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 300,000千円
 

２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入金未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 300,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目とその金額

は以下のとおりであります。なお販売費及び一般

管理費のおおよその割合は、販売費92.3％、一般

管理費7.7 ％であります。

広告宣伝費 215,949千円

役員報酬 76,951千円

給与手当 2,928,413千円

賞与 365,414千円

退職給付費用 33,915千円

法定福利費 253,599千円

水道光熱費 543,398千円

減価償却費 453,704千円

支払家賃 1,697,187千円

リ－ス料 191,408千円
 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費目とその金額

は以下のとおりであります。なお販売費及び一般

管理費のおおよその割合は、販売費91.9％、一般

管理費8.1％であります。

広告宣伝費 210,968千円

貸倒引当金繰入額 262千円

役員報酬 60,649千円

給与手当 2,939,952千円

賞与 317,057千円

退職給付費用 38,838千円

法定福利費 247,070千円

水道光熱費 568,614千円

減価償却費 489,794千円

支払家賃 1,743,620千円

リ－ス料 186,554千円
 

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 186千円
  

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 14,043千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 26,893千円

機械及び装置 124千円

工具、器具及び備品 1,624千円

賃貸物件原状回復費用 6,539千円

解約違約金 498千円

計 35,680千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 64,815千円

工具、器具及び備品 6,835千円

長期前払費用 491千円

賃貸物件原状回復費用 18,785千円

解約違約金 2,601千円

計 93,529千円

―

 

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 159千円

 

※５ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

賃貸物件原状回復費用 3,095千円

解約違約金 783千円

計 3,879千円

 

※５ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

建物除却損 41,030千円

工具、器具及び備品除却損 9,227千円

長期前払費用償却 1,477千円

賃貸物件原状回復費用 2,135千円

解約違約金 20,682千円

計 74,553千円

東和フードサービス㈱（3329）平成21年４月期決算短信（非連結）

29



 

  

 
  

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度

(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

 

※６ 減損損失

 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。なお、当該店舗は、平成20

年３月に退店しております。

場所 用途 種類

東京都中央区 店舗資産 建物及び、工具、器具及び備品

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て主として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っ

ております。 

 当事業年度において、資産グループ単位の収益等を踏

まえて検証した結果、一部の店舗資産については将来キ

ャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を全額回

収できる可能性が低いと判断し、各資産グループの帳簿

価額を回収可能な価額まで減額し、当該減少額18,322千

円を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物16,863千円、工具、器具及び備品1,458千

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ま

すが、回収可能性が認められないため、ゼロとして評価

しております。

 

※６ 減損損失

 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

東京都世田谷区 店舗資産 建物及び、長期前払費用

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て主として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っ

ております。 

 当事業年度において、資産グループ単位の収益等を踏

まえて検証した結果、一部の店舗資産については将来キ

ャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を全額回

収できる可能性が低いと判断し、各資産グループの帳簿

価額を回収可能な価額まで減額し、当該減少額3,060千

円を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物2,323千円、長期前払費用737千円でありま

す。 

 なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりま

すが、回収可能性が認められないため、ゼロとして評価

しております。
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前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加4,800株は、市場からの買取りによる増加であります。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 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)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,046,600 ― ― 2,046,600

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 4,860 ― 4,860

内 訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末 
残高（千円）前事業 

年度末
増加 減少

当事業 
年度末

平成18年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権

― ― ― ― ― 5,522

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６月13日 
取締役会

普通株式 30,699 15 平成19年４月30日 平成19年７月11日

平成19年10月９日
取締役会

普通株式 20,465 10 平成19年10月31日 平成19年12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６月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 30,626 15 平成20年４月30日 平成20年７月10日
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当事業年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 
  

   
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加57株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加3,400株は、市場からの買取りによる増加であります。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 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 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,046,600 ― ― 2,046,600

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,860 3,457 ― 8,317

内 訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当事業年度末 
残高（千円）前事業 

年度末
増加 減少

当事業 
年度末

平成18年ストック・オプシ
ョンとしての新株予約権

― ― ― ― ― 5,522

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６月13日 
取締役会

普通株式 30,626 15 平成20年４月30日 平成20年７月10日

平成20年11月18日
取締役会

普通株式 20,395 10 平成20年10月31日 平成20年12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21年６月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 30,574 15 平成21年４月30日 平成21年７月９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５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30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

 

(平成20年４月30日現在)

現金及び預金勘定 1,237,528千円

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 1,237,528千円
  

※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

 

(平成21年４月30日現在)

現金及び預金勘定 1,179,562千円

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 1,179,562千円
 

― ２ 重要な非資金取引の内容

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ

167,358千円及び176,335千円であります。
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30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

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 99,624 55,720 43,904

工具、器具及び備品 490,072 211,425 278,646

ソフトウエア 76,833 26,173 50,660

合計 666,530 293,319 373,211

 
 

リース取引に関する会計基準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

 

(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 85,928 57,226 28,702

工具、器具及び備品 448,871 274,145 174,725

ソフトウエア 76,833 41,540 35,293

合計 611,633 372,912 238,721

 

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 127,297千円

１年超 253,156千円

 合計 380,453千円

 
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 108,191千円

１年超 137,298千円

 合計 245,489千円

 

 

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 138,257千円

減価償却費相当額 130,965千円

支払利息相当額 8,833千円

 
 

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 132,614千円

減価償却費相当額 125,191千円

支払利息相当額 7,172千円

 

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

定額法を採用しております。

 

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、利息法を採用しております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

             ― ファイナンス・リース取引

(借主側)

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）等であります。

・無形固定資産

 主として、営業部門における売上管理用のソフ

トウエアであります。

② リース資産の減価償却の方法

 重要な会計方針「４ 固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。
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 (１) その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) その他有価証券の減損処理については、時価が取得価額に比べて50％以上下落したものについてはすべて、並

びに30％以上50％未満下落しているものについては個別銘柄毎に、当事業年度における最高値・最安値と帳簿

価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベース

での各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

  

(２) 時価評価されていない有価証券 

 
  

(有価証券関係)

種類

前事業年度 
(平成20年４月30日)

当事業年度 
(平成21年４月30日)

取得原価
貸借対照表 

計上額
差額 取得原価

貸借対照表 
計上額

差額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 871 1,171 300 134 175 40

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 871 1,171 300 134 175 40

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 7,727 5,697 △2,030 10,459 6,815 △3,644

(2) 債券 ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ―

小計 7,727 5,697 △2,030 10,459 6,815 △3,644

合計 8,599 6,869 △1,730 10,594 6,990 △3,603

前事業年度
（平成20年４月30日）

当事業年度
（平成21年４月30日)

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

 (１) 子会社株式

     非上場株式 5,000 5,000

 (２) その他有価証券

     非上場株式 300 300
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(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１ 取引の状況に関する事項

Ａ 取引の内容及び利用目的等

変動金利支払いの借入金について、市場金利の変

動によるリスクをヘッジするために金利スワップ

取引を利用しております。

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) 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 変動金利支払いの借入金

１ 取引の状況に関する事項

Ａ 取引の内容及び利用目的等

同左

(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ方針

市場金利の変動によるリスクをヘッジする目的

で金利スワップ取引を行っております。なお、

この取引については実需の範囲内で行うことと

し、投機目的の取引は行わない方針でありま

す。

(2) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件

を満たしておりますので、決算日における有効

性の評価を省略しております。

(3) ヘッジ有効性評価の方法

同左

Ｂ 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。

なお、当社のデリバティブ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い銀行であるため相手先の契約不

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。

Ｂ 取引に係るリスクの内容

同左

Ｃ 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引については、決裁権限等を定め

た社内稟議規程に基づき、所定の決裁を受けて実

行し、経理・財務部が管理をしております。

Ｃ 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

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、金利

スワップ取引の特例処理の要件を満たしております

ので注記の対象から除いております。

２ 取引の時価等に関する事項

同左
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前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

(持分法損益等)
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(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(※１) 当社が賃借している店舗等の賃借契約に対する被保証であり、保証料の支払い及び担保の提供は

ありません。また、被保証件数及び被保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

  

 
(※２) 不動産の賃借料については、不動産鑑定価格及び近隣の相場等を参考にしております。 

  

  

  

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日)

１ 役員及び個人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員及び個
人主要株主

岸野禎則 ― ―
当社代表取
締役

(被所有) 
38.7

― ―
当社店舗等
の賃借契約
の被保証

―
(※１)

― ―

近親者

岸野秀英 
(岸野禎
則の配偶
者)

― ― ― ― ― ―

不動産の賃
借

17,040
(※２)

前払費用 7,455

敷金 16,163

同上

柏野秀美 
(当社取
締役柏野
雄二の配
偶者)

― ― ― ― ― ―

不動産の賃
借

17,040
（※２）

前払費用 7,455

敷金 16,163

同上
安田美鈴 
(岸野秀
英の妹)

― ― ― ― ― ―

不動産の賃
借

17,040
（※２）

前払費用 7,455

敷金 16,163

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社(当該会
社等の子会
社を含む)

株式会社
クローバ
ートーワ

東京都
世田谷
区尾山
台

14,800
不動産管理
業

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有

兼任２人
不動産
の賃借

不動産の賃
借

64,138
(※２)

未払金 
  

前払費用 
  

敷金

1,110

4,516

45,924敷金の差入 4,299

同上

東和ビル
コンサル
タント株
式会社

東京都
世田谷
区尾山
台

14,800
不動産管理
業

当社代表取締
役岸野禎則及
びその近親者
が直接100％所
有

兼任２人
不動産
の賃借

不動産の賃
借

64,138
(※２)

未払金 
  

前払費用 
  

敷金

1,110

4,516

45,846敷金の差入 4,299

氏名
被保証件数 

(平成20年４月30日現在)

年間対象賃借料
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

岸 野 禎 則 １件 8,937千円
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(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」(企業会計基準第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 

財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  

 
(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(※１) 当社が賃借している店舗等の賃借契約に対する被保証であり、保証料の支払い及び担保の提供は

ありません。また、被保証件数及び被保証物件の年間賃借料は、次のとおりであります。 

  

 
(※２) 不動産の賃借料については、不動産鑑定価格及び近隣の相場等を参考にしております。 

(※３) 不動産の売却代金については、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。 

当事業年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日)

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)

役員及び個
人主要株主

岸野禎則 ― ―
当社代表取

締役
（被所有） 

38.8
賃借契約の

被保証

当社店舗等
の賃借契約
の被保証

― 
（※１）

― ―

近親者
岸野秀英 

（岸野禎則
の配偶者）

― ― ― ―
不動産の賃
借

不動産の賃
借

17,040
（※２）

前払費用

敷金

7,455

16,163

同上

柏野秀美 
（当社取締
役柏野雄二
の配偶者）

― ― ― ―
不動産の賃
借

不動産の賃
借

17,040
（※２）

前払費用

敷金

7,455

16,163

同上
安田美鈴 

（岸野秀英
の妹）

― ― ― ―
不動産の賃
借

不動産の賃
借

17,040
（※２）

前払費用

敷金

7,455

16,163

役 員 及 び
そ の 近 親
者 が 議 決
権 の 過 半
数 を 所 有
し て い る
会 社（当
該 会 社 等
の 子 会 社
を含む）

株式会社
クローバ
ートーワ

東京都世
田谷区尾
山台

14,800
不動産管理
業

当社代表取
締役岸野禎
則及びその
近親者が直
接 100％ 所
有

役員の兼任

不動産の賃
借

不動産の賃
借

敷金の回収

敷金の差入

65,782
（※２）

4,400

3,927

未払金

前払費用

敷金

1,472

4,631

45,412

同上

東和ビル
コンサル
タント株
式会社

東京都世
田谷区尾
山台

14,800
不動産管理
業

当社代表取
締役岸野禎
則及びその
近親者が直
接 100％ 所
有

役員の兼任

不動産の賃
借

不動産の賃
借

敷金の回収

敷金の差入

65,782
（※２）

4,400

3,927

未払金

前払費用

敷金

1,472

4,631

45,412

同上
東和ラン
ディック
株式会社

東京都千
代田区有
楽町

96,000
不動産管理
業

当社代表取
締役岸野禎
則及びその
近親者が所
有
直接  5.2
間接 94.8

不動産の賃
借

不動産の売
却

売却代金

 売却益

 売却損

不動産の賃
借

敷金の差入

85,500
（※３）

14,000

159

4,252
（※２）

1,650

敷金 1,650

氏名
被保証件数 

(平成21年４月30日現在)

年間対象賃借料
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

岸 野 禎 則 １件 8,937千円
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年４月30日)

当事業年度 
(平成21年４月30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) 流動資産

(繰延税金資産)

未払事業税 14,795千円

未払事業所税 4,748千円

貸倒引当金 174千円

その他 2千円

繰延税金資産(流動)合計 19,721千円
 

 

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

(1) 流動資産

(繰延税金資産)

未払費用 6,929千円

未払事業税 2,124千円

未払事業所税 4,626千円

貸倒引当金 179千円

その他 814千円

繰延税金資産(流動)合計 14,675千円
 

 

(2) 固定資産

(繰延税金資産)

退職給付引当金 114,813千円

役員退職慰労引当金 16,664千円

株式報酬費用 2,247千円

その他有価証券評価差額金 704千円

繰延税金資産(固定)合計 134,429千円

 

(2) 固定資産

(繰延税金資産)

減損損失 1,245千円

減価償却超過額 3,313千円

退職給付引当金 117,158千円

株式報酬費用 2,247千円

その他有価証券評価差額金 1,466千円

繰延税金資産(固定)合計 125,432千円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.70％

(調整)

住民税均等割等 4.85％

その他 △0.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.49％
 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.70％

(調整)

住民税均等割等 11.63％

法人税等追徴税額 5.48％

修正申告による調整額 △4.13％

その他 △0.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.62％
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30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退職一時金制度を

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

イ 退職給付債務 △282,096千円

ロ 退職給付引当金 △282,096千円

(注)退職給付債務の算定は、簡便法を採用しておりま

す。

 

２ 退職給付債務に関する事項

イ 退職給付債務 △287,858千円

ロ 退職給付引当金 △287,858千円

(注)退職給付債務の算定は、簡便法を採用しておりま

す。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 36,347千円

ロ 退職給付費用 36,347千円

(注)簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤

務費用」として記載しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

イ 勤務費用 41,785千円

ロ 退職給付費用 41,785千円

(注)簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤

務費用」として記載しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務としております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日 

  

１．当事業年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

  

２．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 

 
 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成17年 
ストック・オプション 

（第１回）

平成18年 
ストック・オプション 

（第２回）

 付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 当社取締役４名

 ストック・オプション数（注） 普通株式 7,100株 普通株式 2,400株

 付与日 平成17年７月26日 平成19年４月27日

 権利確定条件 ― ―

 対象勤務期間 ― ―

 権利行使期間
平成17年7月27日

～平成47年7月26日
平成19年4月27日 
～平成49年4月26日

会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日 平成17年７月26日 平成19年４月９日

 権利確定前

  期首（株） 7,100 2,400

  付与（株） ― ―

  失効（株） ― ―

  権利確定（株） ― ―

  未確定残（株） 7,100 2,400

 権利確定後

  期首（株） ― ―

  権利確定（株） ― ―

  権利行使（株） ― ―

  失効（株） ― ―

  未行使残（株） ― ―
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②単価情報 

 
  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 

  

  

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 

  

  

平成17年 
ストック・オプション 

（第１回）

平成18年 
ストック・オプション 

（第２回）

 権利行使価格（円） 1 1

 行使時平均株価（円） ― ―

 公正な評価単価（付与日）(円） ― 2,301
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当事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

  

１．当事業年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

  

２．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 

 
 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 
  

平成17年 
ストック・オプション 

（第１回）

平成18年 
ストック・オプション 

（第２回）

 付与対象者の区分及び数 当社取締役４名 当社取締役４名

 ストック・オプション数（注） 普通株式 7,100株 普通株式 2,400株

 付与日 平成17年７月26日 平成19年４月27日

 権利確定条件 ― ―

 対象勤務期間 ― ―

 権利行使期間
平成17年7月27日

～平成47年7月26日
平成19年4月27日 
～平成49年4月26日

会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日 平成17年７月26日 平成19年４月９日

 権利確定前

  期首（株） 7,100 2,400

  付与（株） ― ―

  失効（株） ― ―

  権利確定（株） ― ―

  未確定残（株） 7,100 2,400

 権利確定後

  期首（株） ― ―

  権利確定（株） ― ―

  権利行使（株） ― ―

  失効（株） ― ―

  未行使残（株） ― ―

東和フードサービス㈱（3329）平成21年４月期決算短信（非連結）

45



 

②単価情報 

 
  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 

  

  

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 

  

平成17年 
ストック・オプション 

（第１回）

平成18年 
ストック・オプション 

（第２回）

 権利行使価格（円） 1 1

 行使時平均株価（円） ― ―

 公正な評価単価（付与日）(円） ― 2,301
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前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

東和フードサービス㈱（3329）平成21年４月期決算短信（非連結）

47



 

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１株当たり純資産額 1,686円79銭 1,722円51銭

１株当たり当期純利益 172円33銭 61円86銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益
171円54銭 61円57銭

前事業年度

（平成20年４月30日）

当事業年度

（平成21年４月30日）

純資産の部の合計額(千円) 3,449,506 3,516,479

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,443,983 3,510,957

差額の主な内訳（千円） 

 新株予約権

 

5,522

 

5,522

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株）
2,041,740 2,038,283

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年４月30日)

当事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 352,542 126,176

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) 352,542 126,176

普通株式の期中平均株式数(株) 2,045,684 2,039,779

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 9,497 9,496

(うち新株予約権) （9,497） （9,496）

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 
含めなかった潜在株式の概要

― ―
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前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年４月30日) 

     該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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 (1) 生産実績 

     前事業年度及び当事業年度における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １ 金額は、製造原価によっております。 

    ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

 (2) 受注状況 

     当社は、見込生産を行っておりますので、受注状況について記載すべき事項はありません。 

  
  

 (3) 販売実績 

    前事業年度及び当事業年度における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ ダッキーダックには、ケーキショップを含んでおります。 

  

  

5. 生産・受注及び販売の状況

製 品 名

前事業年度

(自 平成19年５月１日

至 平成20年４月30日)

当事業年度

(自 平成20年５月１日

至 平成21年４月30日)

比較増減

生産金額（千円） 生産金額（千円） 金額（千円）

自社製フレッシュケーキ 413,550 414,600 1,050

スパゲッティ生麺、ソース、 

ドレッシング
607,347 603,919 △ 3,428

合   計 1,020,897 1,018,519 △ 2,378

前事業年度

(自 平成19年５月１日

至 平成20年４月30日)

当事業年度

(自 平成20年５月１日

至 平成21年４月30日)

比較増減

売上金額（千円） 売上金額（千円） 金額（千円）

ダッキーダック 東京都 2,553,003 2,371,287 △ 181,716 

神奈川県 525,752 468,246 △ 57,506

埼玉県 329,712 399,053 69,340

千葉県 765,470 667,295 △ 98,175

      小計 4,173,939 3,905,881 △ 268,057

ドナ 東京都 2,346,520 2,183,312 △ 163,208

神奈川県 511,052 473,542 △ 37,509

埼玉県 411,750 350,035 △ 61,714

千葉県 358,138 300,562 △ 57,576

      小計 3,627,461 3,307,453 △ 320,008

カフェ 東京都 1,930,445 1,895,055 △ 35,389

神奈川県 285,540 269,327 △ 16,212

埼玉県 ― 42,347 42,348

千葉県 147,738 149,563 1,824

      小計 2,363,724 2,356,294 △ 7,429

ぱすたかん 東京都 653,045 686,674 33,629

神奈川県 449,740 496,792 47,052

埼玉県 135,389 179,984 44,594

千葉県 70,447 50,224 △ 20,222

      小計 1,308,622 1,413,675 105,053

その他 東京都 253,747 432,216 178,469

合計 東京都 7,736,762 7,568,546 △ 168,216

神奈川県 1,772,085 1,707,909 △ 64,176 

埼玉県 876,852 971,421 94,568

千葉県 1,341,794 1,167,645 △ 174,149

     総合計 11,727,495 11,415,521 △ 311,973
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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