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1.  21年5月期の業績（平成20年5月16日～平成21年5月15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5月期 15,092 12.2 648 △15.8 695 △13.2 339 △14.6

20年5月期 13,456 6.5 770 △9.9 801 △5.0 397 △10.4

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5月期 2,339.32 ― 12.1 13.4 4.3
20年5月期 2,737.47 ― 16.0 16.7 5.7

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5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5月期 5,399 2,964 54.9 20,419.98
20年5月期 5,015 2,664 53.1 18,353.64

（参考） 自己資本   21年5月期  2,964百万円 20年5月期  2,664百万円

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5月期 788 △441 △140 1,926
20年5月期 723 △703 △193 1,718

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5月期 ― ― ― 270.00 270.00 39 9.9 1.6
21年5月期 ― ― ― 270.00 270.00 39 11.5 1.4

22年5月期 
（予想）

― ― ― 270.00 270.00 10.9

3.  22年5月期の業績予想（平成21年5月16日～平成22年5月15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

7,700 6.1 290 65.8 330 52.5 160 42.6 1,102.11

通期 16,000 6.0 710 9.5 740 6.3 360 6.0 2,479.75
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期 145,180株 20年5月期 145,180株

② 期末自己株式数 21年5月期  4株 20年5月期  4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）  
  本資料に記載されている業績見通し等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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （1）経営成績の分析」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する分析  

 当事業年度（2008年５月16日から2009年５月15日まで）におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に

端を発した世界経済の混乱、株式市場の大幅な変動等の影響を受け、金融機関や輸出産業をはじめとした企業収益が

大幅に減少し、雇用情勢などを含め急速な景気悪化が続く厳しい状態で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、上半期におけるガソリン価格の高騰、食料品をはじめとする生活必需品の値上がり等か

ら、消費マインドが一層低下し、下半期に入りガソリン価格は下落安定したものの、雇用不安、個人所得の伸び悩み

等、将来の不安から外食機会を控えるという厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の中、当社は経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の

使命と致します。」を徹底するとともに、「価格の得」「味の得」「心の得」を追求する「三得運動」を展開し、顧

客満足度の向上を進めてまいりました。 

 販売促進・商品開発につきましては、外部環境に合わせた「低価格セットメニュー」および来店動機を高めるため

の「飽きのこないイベントメニュー」を開発し提供いたしました。さらに食の安全・安心に加え、「より良質な食材

をより安く、よりおいしく」という消費者嗜好に対応するために、仕入ルートの新規開拓、企画商品・イベント開催

を実践し来店顧客数の回復に努めました。 

 店舗開発につきましては、商圏人口、近隣状況、アクセス等の諸条件を総合的に検討した上で、出店候補地を選定

し、引続き関東圏エリアにおけるドミナント出店による店舗数拡大戦略を推進しました。その結果、当事業年度末の

店舗数は、新規出店９店舗により65店舗となりました。 

  以上の結果、当事業年度の業績は売上高150億92百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益６億48百万円（同

15.8％減）、経常利益６億95百万円（同13.2％減）、当期純利益３億39百万円（同14.6％減）となり、増収減益とな

りました。 

（注）金額に消費税等は含まれておりません。 

  

（次期の見通し） 

 今後の経済情勢につきましては、経済危機克服のための対策が具体的に始まりましたが、世界的な金融危機の深刻

化や世界景気の一層の下振れ懸念の影響など、景気を下押しするリスクが高まることが予想されます。 

  外食産業におきましても、将来への不安感から個人消費はさらに冷え込み、厳しい環境が継続することが想定され

ます。このような状況の中、当社は『さあ、おいしい舞台へ』を合言葉として、「すし銚子丸」にしかできない商品

開発及びサービスの提供をするとともに、現在の外部環境に合わせた低価格メニューおよび来店動機を高めるための

幅広い世代層に向けた企画商品の開発を推進し、更なる業績向上に努めてまいります。また、店舗開発につきまして

も引続き関東エリアにおけるドミナント出店による店舗数拡大（新規出店目標６店）を推進し、積極的な営業展開に

よる売上増を目指し、収益の拡大に努めてまいります。 

  次期の業績につきましては、売上高160億円、営業利益７億10百万円、経常利益７億40百万円、当期純利益３億60

百万円を予想しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当事業年度末における資産は、前事業年度末に比べ３億84百万円増加し、53億99百万円（前年同期比7.7％増）

となりました。主な要因は次のとおりであります。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ２億22百万円増加し、27億45百万円（前年同期比8.8％増）となりました。こ

れは、現金及び預金の増加２億９百万円が主要因であります。固定資産は、前事業年度末に比べ１億61百万円増加

し、26億54百万円（前年同期比6.5％増）となりました。これは、新規出店による建物の増加72百万円及び当事業

年度末よりリース資産１億１百万円（純額）を有形固定資産に記載したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べ84百万円増加し24億35百万円（前年同期比3.6％増）となり

ました。主な要因は次のとおりであります。 

 短期借入金及び長期借入金（１年内返済予定を含む）の合計額は、前事業年度末に比べ12百万円減少し61百万円

となりました。社債（１年内償還予定を含む）は全額償還し１億円減少いたしました。一方で、売上規模の拡大に

より、買掛金は前事業年度末に比べ23百万円増加し７億97百万円（前事業年度比3.0％増）となり、未払金は前事

業年度末に比べ32百万円増加し、６億90百万円（前年同期比5.0％増）となりました。また、当事業年度末よりリ

ース債務19百万円を流動負債に、88百万円を固定負債に記載しております。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ２億99百万円増加し、29億64百万円（前年同期比11.3％

１．経営成績
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増）となりました。これは、繰越利益剰余金の増加３億円が主な要因であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ２億７百万円増加し、19億26百万円

（前年同期比12.1％増）となりました。 

 当事業年度における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動におけるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果によって得られた資金は、７億88百万円（前年同期比9.0%増）となりました。これは、税引前当

期純利益６億23百万円、減価償却費２億10百万円による資金の獲得及び、法人税等の支払額３億52百万円による資

金の使用等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、４億41百万円（前年同期比37.3％減）となりました。これは、主に有形固定資

産の取得による支出３億12百万円、敷金及び保証金の差入による支出１億26百万円による資金の使用によるもので

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１億40百万円（前年同期比27.6％減）となりました。これは社債の償還による支

出１億円及び配当金の支払額38百万円による資金の使用等によるものであります。  

（参考）    

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 

 （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おります。 

 （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。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当  

当社の利益配分に関する方針は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安

定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

当事業年度の配当につきましては、1株につき270円の配当を実施させていただく予定であります。 

なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争

力を高め、市場ニーズに応える出店戦略の展開ならびに商品・店舗設備の更なる充実を図るための有効投資に務め

てまいる所存であります。 

次期平成22年５月期の配当金につきましては1株につき270円を想定しております。 

当社は、会社法第454条第５項に基づく中間配当制度を採用しております。 

  

(4) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社

は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であ

りますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本決算短信公表日（平成21年６月29日）において当社が判断し

  平成17年5月期 平成18年5月期 平成19年5月期 平成20年5月期 平成21年5月期

自己資本比率（％）  33.0  41.4  50.2  53.1  54.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 －  －  148.0  116.1  98.5

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
0.6  0.6  0.4  0.2  0.2

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 144.8  99.3  134.0  151.6  214.2
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たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

① 当社の事業に影響を与える外的要因について 

イ．外食業界の動向及び競合他社との競争について 

 当社の属する外食産業は、景気の急速な悪化により、個人消費が伸び悩み、外食機会を控える状況の中で、業

界各社は値下げ競争により企業体力が疲弊し、回転寿司業界においても、大手チェーン店の相次ぐ出店や異業種か

らの参入等により、競争が激化しております。 

 このような状況の中で当社は、経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私

達の使命と致します。」を徹底し、今後も競合他社との差別化に向けた諸施策を講じながら収益力の向上に努めて

まいる所存であります。しかしながら、今後、外食市場の縮小、他の外食事業者や中食事業者を含めた競合他社と

の競争が更に激化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ．食材について 

 現在、当社は回転寿司店舗のみを運営しているため、水産物や米等の原材料となる食材に関して、市場価格変

動に伴う当社仕入価格の変動や市場流通量の大幅な減少にともなう定番品目の欠品等が発生した場合、当社の業績

は影響を受ける場合があります。なお、「まぐろ」については、全世界的に漁獲高が減少傾向にあり、市場価格が

継続的に上昇する事態も想定されるものと考えております。当社では、「まぐろ」の仕入に関して、固定価格での

長期契約の締結や仕入経路の多様化等によって、仕入価格上昇や欠品が発生するリスクの低減を図る方針でありま

すが、こうした施策が必ずしも当社の期待どおりの効果を生む保証はありません。 

 また、当社が取り扱う食材、特に水産物の安全性に係る問題が発生した場合、当社の業績は大きな影響を受け

る可能性があります。 

ハ．その他の外的要因について 

 現在、当社は回転寿司のみの単一事業を営んでいるため、寿司に関する消費者の嗜好の変化が当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 また、天候の変動は、当社店舗への来店顧客数動向、ひいては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 出店について 

イ．出店戦略について 

 当社は、平成21年6月29日現在、千葉県内に25店舗、東京都内に24店舗、埼玉県内に12店舗、神奈川県内に4店

舗を有しております。今後におきましても、これら四都県の地域のロードサイドを中心に、ドミナント方式による

出店を推進する方針であります。 

 当社は、出店にあたって、出店候補地の周辺人口、近隣道路環境、敷地状況、競合店状況、および契約条件等

の諸条件を総合的に検討した上で、出店用地の選定を行っております。当社では、予め当社の希望する条件で絞り

込んだ出店候補地に対して、物件所有者との交渉を行っており、当該交渉期間は長期化する場合があります。ま

た、当社の出店条件に合致した物件がなく、計画通りの出店ができない場合や出店後に立地環境等に多大な変化が

生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

ロ．敷金・保証金等について 

 当社は、出店に際して、敷金・保証金等を差し入れた上で土地、建物を賃借しており、賃借物件の地主・

家主の経済的破綻等により敷金・保証金等の回収が不能となった場合や、当社の都合での賃貸借契約の中途

解約により契約上の返済条件の規定から敷金・保証金等を放棄せざるを得なくなった場合等には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 事業体制について 

イ．代表者への依存について 

 当社の創業者である堀地速男は、現在当社の代表取締役として経営方針や戦略など当社の重要な意思決定に大

きな役割を果たしており、当社の事業展開における同社長への依存度は高いものとなっております。 

 当社では、他の取締役に権限を委譲する等、社長に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、今後何

らかの要因により、同氏の業務執行が困難となった場合には当社の業績および今後の事業展開に影響を及ぼす可能

性があります。 

ロ．人材の確保および育成について 

 当社は今後も積極的な店舗開発を行う方針であり、店舗数増加等の業容拡大に応じた組織拡大において、これ

を担う人材の量的・質的な確保および育成が重要な課題と考えております。会社財産としての「人財」の定着・活

性化と当社の理念を実現する戦力化を推進するために、求人・採用のレベルアップ、当社独自の研修・教育システ

ムの充実および成果主義型人事評価制度の構築を推進しております。また、店舗での優良なパート・アルバイトの

安定的な採用及び教育も重要と考えております。しかしながら、当社が想定している以上の退職者があった場合

や、新規出店を担う人材の確保および育成ができない場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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ハ．鮮魚の配送について 

 当社では、水産物卸売市場の休業日を除き、早朝に水産物卸売市場で仕入れた鮮魚を、当日中に店舗で加工し

て提供するために仕入および物流体制を構築しております。当社では、このような体制を具備していることが他社

の回転寿司店舗との差別化要因の一つであると考えており、今後こうした体制が維持継続できなくなった場合、当

社の業績は大きな影響を受ける可能性があります。また、これらの体制を維持するためには、水産物卸売市場から

開店前に仕入品を店舗に配送できることが前提となるため、出店用地の選定に制約が生じる場合があります。 

ニ．仕入および物流関連業務の外部委託について 

 当社は、仕入品の集荷、仕分け、および個店配送等の物流関連業務の大部分ならびに発注情報の仕入先への連

絡業務を貨物自動車運送業等を営む株式会社加悦（本社所在地：千葉県習志野市、資本金：１千万円、代表取締

役：加悦征爾）に委託しております。同社とは１年更新の継続的な業務委託契約を締結しており、同社と当社との

関係は良好に推移しておりますが、将来、同社との契約の解除等に伴って当社が物流体制を再構築する必要が生じ

た場合、様々なコストの発生等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

④ 法的規制等について 

イ．法的規制について 

 当社の事業に関連する法的規制としては、「食品衛生法」、「消防法」、および「食品循環資源の再生利用等

の促進に関する法律」（食品リサイクル法）等があります。この内、「食品衛生法においては、飲食店を経営する

にあたり厚生労働省令が定めるところの都道府県知事の許可を受けなければならない旨が規定されています。 

 今後、これらの法的規制が強化された場合、それに対応するための新たな費用の発生等により、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

ロ．衛生管理について 

 当社では、衛生管理を最重要経営管理項目として位置づけており、衛生管理部に衛生担当者を置き、各店舗の

衛生評価・教育ならびに外部の専門業者との連携による食材・調理器具の検体採取や従業員の検便検査等を定期的

に実施しております。さらに、その実施結果に基づく各店舗に対する衛生管理指導を行うなど全社的な衛生管理体

制を整備しております。 

 当社は、今後とも一層の衛生面の管理を強化していく方針でありますが、外食産業の中でも生鮮食材を取り扱

う業態として、万が一、食中毒事件等が発生した場合には、企業としての存続そのものに重大な影響を及ぼす可能

性があります。 

 また、同業他社おける食中毒事件等が発生した場合におきましても、消費者による回転寿司業界全体に対する

不信感により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ハ．食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について 

 平成13年5月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）により、年

間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量およ

び再生利用を通じて平成24年度までに排出する食品廃棄物の再利用等の実施率を40％以上にすることが義務付けら

れております。 

 当社におきましては、排出量の把握とその抑制策、再生利用策、および減量策等の具体的な対応策を実施して

おりますが、今後同法に関して追加的な対応が必要となった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

ニ．短時間労働者の雇用について 

 厚生年金・健康保険の短時間労働者への適用拡大とともに、正社員並みの労働を行っている場合における賃金

等の差別的待遇の禁止を目的とした、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」等関連する法律の改正が

検討されております。 

 当社では、従業員に占める短時間労働者の比率が高いため、今後、更に社会保険適用基準が拡大され、保険料

の増加が生じた場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

⑤ 個人情報の管理について 

 当社は、顧客からのアンケート情報等を収集し、顧客満足度の把握およびサービス向上に努めております。個

人情報の管理に関しては万全を期しておりますが、何らかの理由で個人情報が漏洩した場合には、損害賠償請求の

発生や社会的信用の低下等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

  

⑥ 新型インフルエンザについて 

 世界保健機構（ＷＨＯ）は、平成21年6月12日付で新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ５から世界的大

流行（パンデミック）を意味するフェーズ６へ引き上げ、5月23日時点では、日本以外で新型インフルエンザの感

染が確認された国は41ヶ国にのぼっております。 

 新型インフルエンザの影響が今以上に拡大した場合は、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 
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 当社は、同業他社の低価格均一回転寿司店との差別化を図るために、より上質の商品とサービ 

スを複数価格帯にて提供するグルメ回転寿司業態として、「すし銚子丸」の店名にて直営店のみ 

による多店舗展開を行っております。 

［事業系統図］ 

 
  

２．企業集団の状況
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、創業以来グルメ回転寿司「すし銚子丸」のチェーン展開を通して、「より多くのお客様によりおいしく・

よりよいサービス・より速く、をもって私達の真心を提供しお客様の感謝と喜びを頂く」という理念のもと、いわゆ

る「１００円寿司」との差別化をはかり、新鮮で良質なネタを使用し独創的なメニューを開発することによって、回

転寿司のカテゴリーにありながらも江戸前の立ち寿司に負けない高品質な寿司と、対面販売も取り入れた真心のこも

ったサービスを提供することを基本方針としております。 

  

(2) 目標とする経営指標 

 当社では、株主様より出資を受けた資金の有効利用の度合いを示す指標として主にROE（株主資本利益率）、ROA

（総資産利益率）を経営指標として重視しています。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、創業以来「お客様の感謝と喜びを頂く」ことを使命としており、この基本方針を継続し、経営規模拡大に

耐え得る体質強化を目的として、以下のとおりの中長期的経営戦略を実践してまいります。 

① 店舗数拡大戦略の推進 

 今後も幅広い地域の出店は考えず、現状の関東四都県での郊外型店舗出店を軸にドミナント出店を計画的に推

進する。 

② 採用教育システムの構築 

 店舗の増加に適時対応できる柔軟性のある人材確保及び教育システムを構築し、当社の理念及び経営方針を十

分理解した「人財」を育成する。 

③ 顧客嗜好重視の商品開発 

 外食業界を取り巻く環境が引続き厳しい状況の中、お客様の価値観に主眼を置き、嗜好の変化に迅速・的確に

対応した商品・サービスを開発する。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

 個人消費の一層の冷え込みを受け、外食産業をめぐる経営環境は依然として厳しい状況が続いております。当社の

属する回転寿司業界においても企業間競争が激化し、市場を取り巻く環境はますます厳しくなることが予想されま

す。 

 このような状況の下、当社の対処すべき課題とその対処方策は以下のとおりです。 

① 店舗マネジメントの強化 

  「すし銚子丸」はグルメ回転寿司業界の旗手として、同業他社との差別化を図るため、高いスキルを有した職

人を正社員として各店舗に配備しており、今後は、個々の生産性を高めるために、技術・専門性に加え店舗マネ

ジメントを実践できる人財を数多く育成し、店舗体質の質的強化を継続して推進する。 

② 中間管理職の育成の強化及び安定的な人材確保 

  当社の経営方針及び企業理念を十分理解し、これに沿った店舗運営ができる店舗責任者及び、店舗責任者を適

時に指導・教育及び改善策を模索できるエリアマネージャーの育成を一層強化するとともに今後の計画的な店舗

展開に耐え得る良質な人材を安定的に確保する。 

③ ブランド優位性の確立 

  当社は、「食材の鮮度」「商品のボリューム」「接客とサービス」を追求し、同業他社との差別化を図り、

「お客様の感謝と喜び」を頂くことのできる「すし銚子丸」ブランドの優位性を確立しており、今後も食の安

全・安心に加え、「より良質な食材をより安く、よりおいしく」という消費者嗜好に対応するために仕入ルート

の新規開拓、メニュー開発を推進し、より一層のブランド強化に努める。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社は、社内業務全般に関わる施策事項について、株主総会、取締役会、部長会議、稟議書等のいずれかの方法で

実施許可を得なければならない事としております。これらの社内業務を遂行する際は、各会議体及び稟議書等で権限

を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規程に定め、業務遂行責任と権限を明確にし、内

部統制が適正に行われるようにしております。 

 その実施状況が適正・正確及び効率的に実施されているかを内部監査室が検証するとともに、その結果を速やかに

代表取締役社長に報告し、改善事項については代表取締役社長の承認の下、関係部署に説明・指導します。また、主

管部門と十分協議の上、当該事項に関わる規程の改定案を取締役会に上程し審議・改定しております。 

  

３．経営方針
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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５月15日) 

当事業年度 
(平成21年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,152,134 2,361,307

売掛金 2,455 8,278

原材料 167,915 －

貯蔵品 10,455 －

原材料及び貯蔵品 － 206,654

前払費用 47,262 49,411

繰延税金資産 86,202 75,337

未収入金 38,432 28,080

預け金 17,587 16,132

その他 682 546

流動資産合計 2,523,127 2,745,749

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 845,758 918,626

構築物（純額） 113,436 114,821

車両運搬具（純額） 19,117 11,087

工具、器具及び備品（純額） 113,425 114,109

土地 71,907 71,907

リース資産（純額） － 105,584

建設仮勘定 58,568 －

有形固定資産合計 1,222,214 1,336,136

無形固定資産   

のれん 5,600 －

ソフトウエア 4,264 3,051

その他 5,443 9,448

無形固定資産合計 15,308 12,500

投資その他の資産   

投資有価証券 1,386 660

出資金 140 140

長期前払費用 46,157 39,681

繰延税金資産 174,121 214,786

差入保証金 960,289 －

敷金及び保証金 － 686,799

建設協力金 － 355,129

破産更生債権等 － 10,400

店舗賃借仮勘定 72,805 －

貸倒引当金 － △2,120

投資その他の資産合計 1,254,900 1,305,476
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月15日) 

当事業年度 
(平成21年５月15日) 

固定資産合計 2,492,423 2,654,112

資産合計 5,015,551 5,399,861

負債の部   

流動負債   

買掛金 773,637 797,161

1年内返済予定の長期借入金 47,377 1,125

1年内償還予定の社債 100,000 －

短期借入金 － 60,000

リース債務 － 19,561

未払金 658,090 690,748

未払法人税等 186,858 150,155

未払消費税等 41,243 57,504

前受金 39,145 59,646

預り金 50,567 54,425

前受収益 472 472

引当金 84,725 88,732

賞与引当金 73,800 74,120

株主優待引当金 10,925 14,612

流動負債合計 1,982,118 1,979,533

固定負債   

長期借入金 1,125 －

リース債務 － 88,036

長期未払金 359,700 359,700

その他 8,100 8,100

固定負債合計 368,925 455,836

負債合計 2,351,043 2,435,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金   

資本準備金 236,829 236,829

資本剰余金合計 236,829 236,829

利益剰余金   

利益準備金 150 150

その他利益剰余金   

別途積立金 150 150

繰越利益剰余金 2,111,100 2,411,516

利益剰余金合計 2,111,400 2,411,816

自己株式 △176 △176

株主資本合計 2,664,003 2,964,419
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月15日) 

当事業年度 
(平成21年５月15日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 503 71

評価・換算差額等合計 503 71

純資産合計 2,664,507 2,964,491

負債純資産合計 5,015,551 5,399,861

建物（純額） 845,758 918,626

構築物（純額） 113,436 114,821

車両運搬具（純額） 19,117 11,087

工具、器具及び備品（純額） 113,425 114,109

リース資産（純額） － 105,584
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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16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

売上高 13,456,551 15,092,079

売上原価   

原材料期首たな卸高 71,739 167,915

原材料仕入高 5,904,810 6,469,655

合計 5,976,549 6,637,570

原材料期末たな卸高 167,915 195,631

売上原価合計 5,808,634 6,441,939

売上総利益 7,647,916 8,650,140

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,438,420 3,872,946

広告宣伝費 134,103 170,936

販売促進費 303,617 485,550

役員報酬 158,856 159,619

支払手数料 148,545 161,294

法定・福利厚生費 378,965 378,936

賞与引当金繰入額 73,800 74,120

減価償却費 153,599 213,741

地代家賃・賃借料 1,051,747 1,242,088

水道光熱費 370,791 475,669

租税公課 52,079 60,661

備品・消耗品費 261,209 288,819

衛生費 114,437 138,634

株主優待引当金繰入額 13,622 20,500

その他 224,118 258,140

販売費及び一般管理費合計 6,877,914 8,001,659

営業利益 770,002 648,481

営業外収益   

受取利息 11,079 9,366

受取配当金 13 13

協賛金収入 15,551 30,169

受取手数料  －

仕入割引 3,411 4,015

金券未使用益 － 9,161

その他 10,422 5,418

営業外収益合計 40,478 58,143
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

営業外費用   

支払利息 3,736 3,192

社債利息 1,259 266

現金過不足 1,385 2,559

貸倒引当金繰入額 － 2,120

その他 2,415 2,500

営業外費用合計 8,797 10,638

経常利益 801,683 695,986

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 16,665

株主優待引当金戻入額 － 961

固定資産売却益 379 －

特別利益合計 379 17,627

特別損失   

固定資産除却損 39,490 59

減損損失 17,342 89,923

特別損失合計 56,833 89,983

税引前当期純利益 745,229 623,630

法人税、住民税及び事業税 372,312 313,522

法人税等調整額 △24,504 △29,505

法人税等合計 347,808 284,016

当期純利益 397,421 339,613
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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16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 315,950 315,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 315,950 315,950

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 236,829 236,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 236,829 236,829

資本剰余金合計   

前期末残高 236,829 236,829

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 236,829 236,829

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 150 150

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 150 150

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 150 150

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 150 150

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,752,878 2,111,100

当期変動額   

剰余金の配当 △39,198 △39,197

当期純利益 397,421 339,613

当期変動額合計 358,222 300,416

当期末残高 2,111,100 2,411,516

利益剰余金合計   

前期末残高 1,753,178 2,111,400

当期変動額   

剰余金の配当 △39,198 △39,197
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

当期純利益 397,421 339,613

当期変動額合計 358,222 300,416

当期末残高 2,111,400 2,411,816

自己株式   

前期末残高 － △176

当期変動額   

自己株式の取得 △176 －

当期変動額合計 △176 －

当期末残高 △176 △176

株主資本合計   

前期末残高 2,305,958 2,664,003

当期変動額   

剰余金の配当 △39,198 △39,197

当期純利益 397,421 339,613

自己株式の取得 △176 －

当期変動額合計 358,045 300,416

当期末残高 2,664,003 2,964,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 594 503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △432

当期変動額合計 △90 △432

当期末残高 503 71

評価・換算差額等合計   

前期末残高 594 503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △432

当期変動額合計 △90 △432

当期末残高 503 71

純資産合計   

前期末残高 2,306,552 2,664,507

当期変動額   

剰余金の配当 △39,198 △39,197

当期純利益 397,421 339,613

自己株式の取得 △176 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90 △432

当期変動額合計 357,955 299,983

当期末残高 2,664,507 2,964,491
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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16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 745,229 623,630

減価償却費 150,368 210,396

減損損失 17,342 89,923

のれん償却額 5,600 5,600

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 42,817 46,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2,120

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,600 320

受取利息及び受取配当金 △11,092 △9,379

支払利息 3,736 3,192

社債利息 1,259 266

固定資産売却損益（△は益） △379 －

固定資産除却損 39,490 59

売上債権の増減額（△は増加） △180 △5,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,996 △28,284

仕入債務の増減額（△は減少） 137,618 23,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,802 16,261

その他 110,991 162,417

小計 1,128,603 1,140,356

利息及び配当金の受取額 4,782 4,482

利息の支払額 △4,774 △3,683

法人税等の支払額 △404,886 △352,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 723,725 788,860

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 △433,500 △434,891

定期預金の払戻による収入 293,252 433,500

有形固定資産の取得による支出 △403,255 △312,087

無形固定資産の取得による支出 △3,267 △4,524

長期前払費用の取得による支出 △82 －

敷金及び保証金の差入による支出 △166,088 △126,876

敷金及び保証金の回収による収入 10,708 3,853

その他 △1,628 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,861 △441,026

㈱銚子丸（3075）平成21年５月期　決算短信（非連結）

17



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 320,000

短期借入金の返済による支出 － △260,000

長期借入金の返済による支出 △154,048 △47,377

リース債務の返済による支出 － △13,779

社債の償還による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △176 －

配当金の支払額 △39,198 △38,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,423 △140,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △173,559 207,781

現金及び現金同等物の期首残高 1,892,193 1,718,634

現金及び現金同等物の期末残高 1,718,634 1,926,415
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 該当事項はありません。 

  

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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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用しております。 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

  最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

 最終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 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。 

 これによる損益への影響はありませ

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（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

建物    ５～42年  

構築物   ６～20年  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これによる損益への影響は軽微であり

ます。 

――― 

  (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(5

年)に基づいております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3) 

――― 

(3) 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年５月15日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、支給見込額のうち当期

負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 株主優待引当金 

 将来の株主優待券の利用による費用

の発生に備えるため翌期以降に利用さ

れる株主優待券に対する見積額を計上

しております。 

(3) 株主優待引当金 

同左 

５.リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

――― 

６.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か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 

７.その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

         同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

――― （リース取引に関する会計基準） 

 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

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ672千円減少しております。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年 5月16日 
至 平成20年 5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年 5月16日 
至 平成21年 5月15日） 

(貸借対照表) 

――― 

(貸借対照表) 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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、前事業年度におい

て、「原材料」「貯蔵品」として掲記されていたものは、

当事業年度から「原材料及び貯蔵品」と一括掲記しており

ます。なお、当事業年度に含まれる「原材料」「貯蔵品」

は、それぞれ195,631千円、11,023千円であります。  

２．前期において、「差入保証金」として掲記されていた

ものは、EDINETへのXBRL導入に伴い財務諸表の比較可能性

を向上するため、当期より「敷金及び保証金」「建設協力

金」に区分掲記しております。  

 なお前期に含まれる「敷金及び保証金」「建設協力金」

はそれぞれ570,373千円、389,915千円であります。  

(損益計算書) 

 前期に区分掲記しておりました「債務時効益」（当期

874千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となった

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。 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「現金過不足」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「現金過不足」の金額は、452千円

であります。 

(損益計算書) 

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「金券未使用益」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「金券未使用益」の金額は、3,277

千円であります。  

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

 「未払消費税等の増減額」は前期は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。 

 なお、前期の「その他」に含まれている「未払消費税等

の増減額」は△222千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

―――   

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

――― ※ 有形固定資産の減価償却累計額は  831,747千円 

 (表示方法の変更） 

 前事業年度末まで各有形固定資産の取得価額から減

価償却累計額を控除する方法によっていましたが、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、当事業年度末よ

り、減価償却累計額を控除後の純額にて表示する方法

に変更しています。なお、前事業年度末も同様の方法

にて表示しており、前事業年度末における有形固定資

産の減価償却累計額は、625,860千円です。  
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

 ※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具     千円379

計    千円379

 ※１         ――― 

 ※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 ※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 千円31,021

構築物 千円2,139

工具器具備品   千円2,160

解体撤去費用等   千円4,169

計 千円39,490

車両運搬具 千円13

工具器具備品 千円46

計 千円59

※３ 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いたしました。 

※３ 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いたしました。 

（１）減損損失を認識した主な資産 （１）減損損失を認識した主な資産 

用途 種類 場所

店舗等 建物 

構築物 

工具器具備品 

無形固定資産 

リース資産 

埼玉県(１店舗) 

  

用途 種類 場所 

店舗等 建物 

構築物 

工具器具備品 

リース資産 

  

千葉県(１店舗) 

埼玉県(１店舗) 

神奈川県(２店舗)  

  

（２）減損損失の認識に至った経緯 

 当初予定していた収益を見込めなくなったことに

より、営業損益が継続してマイナスであり回復が見

込まれない資産グループについて減損損失を認識し

ております。 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

同左 

（３）減損損失の金額 （３）減損損失の金額 

建物       千円 9,026

構築物       千円 3,114

工具器具備品       千円 441

無形固定資産       千円 1,060

リース資産   千円 3,700

合計 千円 17,342

建物 千円 58,410

構築物 千円 10,350

工具器具備品 千円 6,362

リース資産 千円 14,800

合計 千円 89,923

（４）資産のグルーピングの方法 

 当社は、主に店舗を最小単位として、グルーピン

グしております。 

（４）資産のグルーピングの方法 

同左 

（５）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、転用可能な資産以外について売却可能性が見込

めないため、零としております。 

（５）回収可能価額の算定方法 

同左 
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前事業年度（自 平成19年５月16日 至 平成20年５月15日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（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  145  －  －  145

 合計  145  －  －  145

自己株式                        

普通株式 （注）  －  0  －  0

 合  計  －  0  －  0

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

一株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年８月８日 

定時株主総会 
普通株式  39,198  270 平成19年５月15日 平成19年８月９日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年８月７日 

定時株主総会 
普通株式  39,197 利益剰余金  270 平成20年５月15日 平成20年８月８日 
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当事業年度（自 平成20年５月16日 至 平成21年５月15日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  前事業年度末 
株式数（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  145  －  －  145

 合計  145  －  －  145

自己株式                        

普通株式  0  －  －  0

 合  計  0  －  －  0

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

一株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年８月７日 

定時株主総会 
普通株式  39,197  270 平成20年５月15日 平成20年８月８日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年８月６日 

定時株主総会 
普通株式  39,197 利益剰余金  270 平成21年５月15日 平成21年８月７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16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成20年5月15日現在） 

※ 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5月15日現在） 

（千円） （千円） 

  

現金及び預金勘定 2,152,134

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △433,500

現金及び現金同等物 1,718,634

現金及び預金勘定 2,361,307

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △434,891

現金及び現金同等物 1,926,415

――― 
  

※ 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債務の額は、それぞれ

115,266千円であります。  
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

 有形固定資産 

 店舗における寿司コンベア及び厨房設備（工具器具

備品）であります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年５月15日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は以下のとおりであります。 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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） 

減損損失累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品  536,499  287,937 7,400 241,161

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

減損損失累
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 339,017  230,589  22,200 86,228

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円80,946

１年超 千円172,859

合計 千円253,805

リース資産減損勘定の残高 千円7,400

１年内 千円50,035

１年超 千円61,493

合計 千円111,528

リース資産減損勘定の残高 千円22,200

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料    千円103,521

リース資産減損勘定の取崩額 千円3,700

減価償却費相当額 千円95,537

支払利息相当額   千円6,243

減損損失 千円3,700

支払リース料 千円69,788

リース資産減損勘定の取崩額 千円－

減価償却費相当額 千円65,001

支払利息相当額 千円3,338

減損損失 千円－

（４）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（５）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

――― 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

   

１年内 千円14,400

１年超 千円199,560

合計 千円213,960
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有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（自 平成19年5月16日 至 平成20年5月15日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年5月16日 至 平成21年5月15日） 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  種類 

前事業年度
（平成20年5月15日） 

当事業年度 
（平成21年5月15日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 540 1,386 846  540  660 120

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）
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前事業年度（自 平成19年5月16日 至 平成20年5月15日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年5月16日 至 平成21年5月15日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年5月16日 至 平成20年5月15日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年5月16日 至 平成21年5月15日） 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

１. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金  29,837

未払事業税  16,410

法定福利費  22,742

未払事業所税  4,609

減価償却超過額  14,287

長期未払金  145,426

減損損失  13,278

その他  18,052

繰延税金資産計  264,645

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金  29,966

未払事業税  14,728

法定福利費  16,311

未払事業所税  4,617

減価償却超過額  17,439

長期未払金  145,426

減損損失  47,579

その他  18,555

繰延税金資産計  294,625

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △342

差入保証金  △3,979

繰延税金負債計  △4,321

繰延税金資産の純額  260,324

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  48

差入保証金  4,452

繰延税金負債計  4,501

繰延税金資産の純額  290,123

  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 

  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  40.4

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.2

住民税均等割等  1.1

留保金課税  2.8

その他  1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率  46.6

  （％）

法定実効税率  40.4

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.8

住民税均等割等  1.5

留保金課税  2.5

その他  △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.5

（持分法損益等）

（企業結合等関係）
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前事業年度（自 平成19年5月16日 至 平成20年5月15日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年5月16日 至 平成21年5月15日） 

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（開示対象特別目的会社関係）
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（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日） 

当事業年度 
（自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日） 

１株当たり純資産額 円 18,353.63

１株当たり当期純利益金額   円 2,737.47

１株当たり純資産額 円 20,419.98

１株当たり当期純利益金額 円 2,339.32

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  

     同左 

  
前事業年度

(自 平成19年5月16日 
至 平成20年5月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年5月16日 
至 平成21年5月15日) 

当期純利益（千円）  397,421  339,613

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）  397,421  339,613

期中平均株式数（千株）  145  145

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

   該当事項はありません。 

  

５．その他
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