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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 7,767 △3.7 938 △11.8 947 △11.0 523 △10.3

20年12月期 8,063 △4.7 1,064 △21.5 1,064 △20.2 583 △27.0

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12月期 157.98 ― 11.8 16.5 12.1
20年12月期 176.04 ― 14.4 18.6 13.2

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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12月期 5,806 4,588 79.0 1,384.30
20年12月期 5,669 4,269 75.3 1,288.08

（参考） 自己資本   21年12月期  4,588百万円 20年12月期  4,269百万円

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12月期 920 △479 △420 798
20年12月期 821 △291 △497 777

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― 40.00 40.00 132 22.7 3.3
21年12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 132 25.3 3.0

22年12月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 22.0

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

3,979 4.7 461 2.2 466 2.0 255 1.5 77.14

通期 8,365 7.7 1,091 16.3 1,102 16.3 602 15.0 181.64
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、19～21ページの「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）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、30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12月期 3,315,000株 20年12月期 3,315,000株

② 期末自己株式数 21年12月期  ―株 20年12月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載している業績の見通し等の将来に関する記述は、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、多分に不確定な要素を
含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、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）経営成績に関する分析」をご
覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、景気の持ち直し傾向が一部では見られるものの、企業業績の低下や雇用環境の

悪化が続き、さらにはデフレ懸念等、依然として厳しい状況でありました。 

外食業界におきましては、厳しい雇用情勢やボーナスの減少等による所得不安を背景に消費者の生活防衛意識が

高まり、外食を控える傾向が強まっております。 

このような環境の中においても当社は、５期連続で10％以上の経常利益率（当事業年度は12.2％）を達成するこ

とができました。また、「お客様第一で顧客創造します。」の企業理念を基に、来客数増を 重要テーマとして、メ

ニュー開発に取り組んでまいりました。ランチタイムにおいては、平成20年11月に導入した低価格ランチメニューを

きっかけとして、さらなるおいしい料理とお値打ち感のあるメニューを開発し、平成21年６月にお値打ちなステーキ

メニューを導入いたしました。さらに、10月にはコンビメニューを充実させるとともに、価格は据え置きで「ブロン

コハンバーグ」と「カットステーキ」を増量いたしました。その結果、ランチタイムにおいて、年間を通じた全ての

月で、来客数前年比110％を越えることができ、売上高も100％を超えることができました。一方、ディナータイムに

おいては、平成21年６月に主力商品の販売価格の引き下げを行い、９月には新商品として「炭焼き熟成厚切りヒレス

テーキ」を導入いたしました。また、12月には主力商品のさらなる価格の引き下げやステーキ専門店としての強みを

活かした「お値打ちで満足できる商品」の開発を積極的に行った結果、12月度において、来客数前年比で100％を超

えることができ、第４四半期会計期間においては、増収となりました。 

また、業容の拡大に備え、10月１日より従来の自社工場を拡大移転し、150店舗まで供給できる体制と生産性の向

上を図りました。お客様により安全・安心な商品を提供するため、衛生管理、検査体制を今まで以上に強固なものと

いたしました。また、工場におけるステーキ・ハンバーグの製造技術向上への取り組みと徹底した食材価格の見直し

を行った結果、原価率を前年比で1.6％低減させることができました。併せて、調理・接客技術の向上の教育ができ

る体制を構築するため、トレーニングセンターを併設いたしました。さらに、水道光熱費等、あらゆる経費の低減を

積極的に行い、第３四半期会計期間及び第４四半期会計期間においては、増益となりました。 

新規出店につきましては、平成21年４月22日に「ブロンコビリー草加松原店」（埼玉県草加市）、10月５日に

「ブロンコビリー八王子大和田店」（東京都八王子市）、10月22日に「ブロンコビリー新座野火止店」（埼玉県新座

市）の３店舗を開店し、愛知県33店舗、岐阜県11店舗、三重県６店舗、静岡県７店舗、東京都２店舗、埼玉県３店舗

の合計62店舗になりました。 

 以上の結果、当事業年度の業績は、売上高77億67百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益９億38百万円（前年同

期比11.8％減）、経常利益９億47百万円（前年同期比11.0％減）、当期純利益５億23百万円（前年同期比10.3％減）

となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の経済情勢につきましては、景気の持ち直しが期待される一方、円高進行とデフレの影響により、厳しい経営

環境が続くものと懸念しております。 

 当社におきましては、従前にもまして高利益体質の企業を目指し、商品及び接客等の質の向上を図り、既存店の活

性化に注力するとともに、さらなる家族層の再来店を促すため、お子様の誕生日をお祝いする企画として「キッズク

ラブ」を実施いたします。また、仕入価格や経費の見直しを行うとともに、店舗毎の経営数値管理体制を強化し、全

店黒字化を目指してまいります。 

 新規出店につきましては、店舗別営業利益率の上位に入ると見込まれる物件を厳選し、次年度は確実な収益が見込

まれる名古屋市近郊と今後の規模拡大を目指して関東地区を中心に４～５店舗の新規出店をする予定であります。 

 次年度の業績につきましては、売上高83億65百万円、営業利益10億91百万円、経常利益11億２百万円、当期純利益

６億２百万円を予定しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、17億77百万円（前事業年度末は19億57百万円）となり１億80百万円減少

いたしました。これは、現金及び預金が２億19百万円減少した一方、原材料及び貯蔵品が35百万円増加したこと等に

よります。 

 当事業年度末における固定資産の残高は、40億29百万円（前事業年度末は37億11百万円）となり３億17百万円増加

いたしました。これは、新規出店及びファクトリー（加工工場）の建物及び土地等の取得により有形固定資産が２億

58百万円増加したことと投資その他の資産が74百万円増加したこと等によります。 

（負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は、10億97百万円（前事業年度末は11億64百万円）となり67百万円減少いた

しました。これは、１年内返済予定の長期借入金が90百万円減少したことと割賦未払金が32百万円減少した一方、未

１．経営成績
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払金が88百万円増加したこと等によります。 

 当事業年度末における固定負債の残高は、１億20百万円（前事業年度末は２億34百万円）となり１億14百万円減少

いたしました。これは、長期借入金が88百万円減少したことと普通社債が32百万円減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は、45億88百万円（前事業年度末は42億69百万円）となり３億18百万円増加

し、自己資本比率は79.0％（前事業年度末は75.3％）になりました。これは、当期純利益と配当金の支払いにより繰

越利益剰余金が３億24百万円増加したこと等によります。 

  

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、７億98百万円（前事業年度末は７億77百万円）となり21百万

円増加いたしました。 

 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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動において得られた資金は、９億20百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が９億42百万円、

減価償却費が３億73百万円あった一方、法人税等の支払いが４億２百万円あったこと等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動において使用した資金は、４億79百万円となりました。これは主に、新規出店及びファクトリーの移転に

伴う建物及び土地等の取得に６億21百万円支出したことと定期預金等の預入による支払が91百万円あった一方、定期

預金等の払戻による収入が３億29百万円あったこと等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動において使用した資金は、４億20百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が１億

78百万円あったことと配当金の支払いが１億96百万円あったこと等によります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

    （注）１ 各指標はいずれも単体の財務数値を用いて、以下の計算式より算出しております。 

      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 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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  株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

     ３  営業キャッシュ・フローおよび利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動による 

       キャッシュ・フロー、支払利息および社債利息ならびに割賦手数料を使用しております。 

     ４  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及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、企業体質の充実、強化を図るため、将来の事業

展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、業績を勘案しながら安定的な配当を（配当性向10％～20％を目標）行

うことを基本方針としております。 

 上記方針に基づき当期は、期末配当金につきましては１株につき普通配当20円とし、既に実施済みの中間配当金20

円と合わせて、年間配当金を40円とさせていただく予定であります。また、次期の年間配当金につきましては、１株

につき40円（うち中間配当金20円）を予定しております。 

 なお、内部留保金の使途につきましては、新規出店の設備投資および人材育成に投入する予定であります。 

  

  平成17年12月期平成18年12月期平成19年12月期平成20年12月期 平成21年12月期

 自己資本比率（％） 29.6 45.2 66.2 75.3 79.0

 時価ベースの自己資本比率  

 （％） 
― ― 100.6 68.8 80.6

 キャッシュ・フロー対有利子 

 負債比率（％） 
117.7 195.0 80.0 67.3 35.8

 インタレスト・カバレッジ・ 

 レシオ（倍） 
36.5 23.2 57.8 62.1 117.9
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(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績、財政状態及び投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあ

ります。 

①外食業界の動向について 

 当社の属する外食業界は、既に成熟した業界であり、市場規模の拡大は見込めない傾向にあります。あわせて、中

食業界の拡大や、新規参入が容易であること等により、競争が激化しており、依然として厳しい状況が継続しており

ます。また、外食業界は景気動向の影響を受けやすく、今回の景気動向によっては業績が大きく左右されることが考

えられます。 

 当社といたしましては、メニュー改訂、使用する食材へのこだわり、オープンキッチンの導入による見せる店づく

り等により他社との差別化を図り、価格競争を回避する方針であります。しかしながら、当社と同様のコンセプトを

持つ競合他社の増加等により競争が激化した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②食品の安全性について 

 当社の主要メニューであるステーキ・ハンバーグには牛肉が使用されておりますが、平成13年9月にＢＳＥ(牛海綿

状脳症)に感染した牛が国内で初めて発見され、消費者の牛肉に対する不安感の増大から、当社を含め牛肉を食材と

して使用する外食産業は業績に多大な影響を受けました。また、平成15年12月には米国内においてもＢＳＥに感染し

た牛が発見され、一時輸入停止措置が講じられましたが、平成18年7月輸入が再開されました。 

 当社は管理が行き届いた豪州産牛肉を主に使用しており、これまでのところ、同国内においてＢＳＥに感染した牛

は発見されておりません。しかしながら、今後、豪州においてＢＳＥが発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

③単一の営業形態について 

 当社は現在、ステーキハウス「ブロンコビリー」のみを運営する単一業態であり、今後も同一業態で規模を拡大し

ていく方針であります。従いまして、当社が提供する商品や当社が展開する店舗等のコンセプトが消費者の嗜好に合

わなくなった場合には、店舗への来客数が減少し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、ＢＳＥ、食肉商社の偽装等、牛肉に起因した問題が発生した場合には、複数業態を展開している外食事業者

と比較して、業績に多大な影響を受ける可能性があります。そのため、当社のコンセプトが消費者の支持を得られな

くなった場合や、特定の食材に起因した問題が発生した場合には、店舗への来客数が減少し、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

④原材料価格の高騰について 

 当社は豪州産牛肉を主に使用しており、国内の商社を通してメニューに使用する食材（部位）の必要量を確保して

おりますが、豪州における干ばつ等の天候不順、為替相場の大幅な変動、セーフガードの発動による関税引き上げ等

が発生した場合や、米国等でＢＳＥ等が発生し、牛肉輸入の代替先として豪州産牛肉が選定された場合は、同牛肉の

仕入価格が上昇する可能性があります。その場合には仕入れコストが増加し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 また、その他の食材についても、仕入価格の高騰、数量確保が困難に陥った場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

⑤店舗展開について 

  (ⅰ)店舗物件の確保 

   当社は、愛知、岐阜、三重、静岡、東京、埼玉の１都５県下に62店舗を展開しており、出店基準に基づいて、

  平成21年12月期は、３店舗の出店をいたしました。今後も成長を継続していくために東海地方ならびに関東地方

  に出店を行っていく方針ですが、当社の出店基準に見合う物件の確保が容易に出来ない場合は、当社の業績に影

  響を及ぼす可能性があります。 

 (ⅱ)差入保証金について 

   当社は、新規出店に際して、原則として自社物件の取得は行わず、賃貸物件による新規出店を基本方針として

  おります。物件の賃借に当たっては、賃貸人に対して、差入保証金を差し入れた上で土地、建物を賃借しており

  ます。 

   当社は、出店時に顧問弁護士の指導を受けて賃貸人と契約書を締結しており、出店後においては、賃貸人との

  良好な関係を保持してまいりましたので、現在までのところ閉店等に伴い差入保証金が回収できなかった事例は

  ありません。 

   しかしながら、今後、賃借物件の地主・家主の経済的破綻等により差入保証金等の一部又は全額の回収が不能

  となることがあるほか、店舗営業の継続に支障等が生じる可能性があります。また、当社の都合で賃貸借契約を

  中途解約する場合には、契約上の返済条件の規定から差入保証金等を放棄せざるを得なくなる場合があり、当社

  の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (ⅲ)店舗に係る損失について 

   当社は退店基準に基づいて、業績の回復が困難となった店舗、契約継続が困難な店舗については、店舗の退店
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  を行っております。店舗の退店が発生した場合には、賃貸物件の違約金の発生や、転貸費用および固定資産の除

  却損が発生いたします。 

   今後、商圏人口、交通量、競合店状況の変化によって店舗の業績が悪化した場合、店舗閉鎖に伴い遊休資産が

  発生した場合には、減損損失を計上する可能性があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑥店舗運営費の増加について 

 (ⅰ)人件費について 

   当社は、従業員のうちパートタイマー（短時間労働者）が多くを占めておりますが、景況感の改善等の要因に

  より、当社の出店エリアにおいて労働需給が逼迫している地域があります。 

  そのため、当社は時間給を引き上げることにより、パートタイマーを確保せざるを得ない地域があり、人件費の

  増加要因となっております。 

   当社は、既存のパートタイマーの業務処理能力を高めるために必要な教育を行い、定着率を高めるため労働環

  境の改善に引続き取り組んでまいりますが、場合によっては、給料の増加、保険料の負担増等により、当社の業

  績が影響を受ける場合があります。 

 (ⅱ)販売促進費について 

   当社は、お客様の来店頻度を高めるために、来店されたお客様に対するドリンク無料券の配付や、新聞の折込

  広告等によるサービス券の配布等の販売促進策を実施しております。当社は、これらの販売促進券を活用した販

  売促進策は、来店頻度を向上させるためには有効な手段であると考えていることから、今後も継続的に実施して

  いく方針であります。しかし、昨今の不景気感からこれらの販売促進策が大きな効果とならず、来客数の増加が

  見られない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦特定取引先への依存について 

 (ⅰ)食肉の仕入について 

   当社は、ステーキ・ハンバーグの主原料である牛肉の仕入を主にプリマハム株式会社から行っており、肉類の

  仕入額のうち同社からの仕入は、平成20年12月期：55.3％(仕入総額の21.5％)、平成21年12月期：50.7％(仕入 

  総額の17.1％)、となっております。 

   現在のところ、同社との関係は良好でありますが、何らかの要因により取引が継続できない事態が生じた場合

  には、当社の仕様にあった牛肉の仕入をすることができなくなる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能

  性があります。 

 (ⅱ)物流体制について 

   当社は一般食材の仕入を主に株式会社トーカンから行っており、仕入総額のうち同社からの仕入は、平成20年

  12月期：32.2％、平成21年12月期：34.5％となっております。なお、当社は毎日発注翌日納品の体制をとってお

  りますので、物流機能を有していない取引先は株式会社トーカンを経由しております。また、物流業務について

  も、同社の一宮低温流通センターに一括して委託しております。 

   現在のところ、同社との関係は良好でありますが、何らかの要因により取引が継続できない事態が生じた場合

  には、一般食材の安定的な調達に支障をきたす可能性があります。また、地震、火災等不測の事態が生じた場合

  には、物流機能の低下により当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑧大規模災害による影響について 

 当社が主として事業活動を行っている愛知県、岐阜県、三重県、静岡県は、今後その発生が予測されている東海・

東南海地震の防災強化地域内に位置し、地震等の大規模災害が発生した際には、営業店舗及びファクトリー（加工工

場）の損傷などによる営業時間・営業日数の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨代表者への依存について 

 当社においては、創業者である代表取締役社長の竹市靖公が、当社の経営方針や事業戦略の決定及びその事業推進

において重要な役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、

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、当社の業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑩特有の法的規制等に係るもの 

 (ⅰ)食品衛生法について 

   当社が属する外食事業に関する主な法規制としては、「食品衛生法」がありますが、当社では同法の規定に基

  づき、取扱商品や店舗衛生について社内マニュアルや定期的な教育・店舗指導にて随時管理状況の監査、実務レ

  ベルでのレベルアップを図っております。また、社内の工場で製造しているハンバーグやステーキソース等に関

  しても十分な品質管理等を実施しており、併せて万一の場合に備えて製造物責任賠償に係る保険に加入しており

  ます。 

   しかし仮に、食品事故の発生等により、営業停止処分等を含む行政指導を受けた場合、あるいは保険の補償範

  囲を超える多額の損害賠償金が発生した場合、当社の事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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 (ⅱ)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1日に施行された「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食品関連事業者は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及び再生利 

  用を通じて、食品循環資源の再生利用等の実施率を向上させることが義務付けられております。 

   当社は、年間100トン以上の食品廃棄物を排出する食品関連事業者に該当しており、現在食品廃棄物の内、廃 

  油の回収、特定店舗での生ゴミの回収による生ゴミの堆肥化を進めております。 

   しかしながら、同法の排出量削減の基準等が引き上げられた場合、新たな対応に伴う追加コスト等が発生し、

  当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (ⅲ)短時間労働者（パートタイマー等）について 

   当社は、従業員のうち短時間労働者が多くを占めております。今後、厚生年金、健康保険の適用基準が拡大、

  あるいは、パート労働者の待遇改善を目指すパートタイム労働法の改正等により、保険料の負担増、あるいは、

  人件費の増加等により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

⑪人材の確保と育成について 

 当社は、新規の店舗展開と既存店の店舗運営及び内部管理体制を増強するために、優秀な人材を確保していくこと

が必要であります。 

 当社におきましては、求人・採用活動のレベルアップ、採用後の従業員に対する研修等を含めた従業員教育の充

実、自己啓発の推奨等で、人材育成に取り組んでおります。 

 しかしながら、人材の確保及び育成が当社の計画通りに進まない場合は、予定している店舗展開が未達成となり、

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫個人情報の管理について 

 当社では、店舗で行っている販促サービスとしての顧客情報と、お客様からのメールや電話で取得した情報及び社

員、パート・アルバイト等の個人情報を取り扱っております。当該個人情報の管理に関しまして、取得時には利用目

的をあらかじめ説明し、取得後にはデータの漏洩、滅失又は毀損が発生しないように万全を期しております。しかし

ながら、何らかの理由により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。 

  

  近の有価証券報告書（平成21年３月25日提出）における「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おります。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、経営目的に永続的物心両面の幸福と社会の繁栄に貢献することを掲げ、数字と人間性を徹底すること、な

らびにお客様に満足を与えることを実現し、顧客を創造することで継続して繁栄する企業を目指しております。 

 その為に、ブロンコビリーならではの商品、サービスを提供し、他社との差別化をはかり、高利益体質の基盤づく

りに取り組んでおります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、売上を 大に伸ばし、経費を 小に抑えることで 大の利益を確保するという考え方に基づいて、収益性

を明確に表す売上高経常利益率を経営指標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、いかなる経営環境化においても、全従業員が一丸となって継続的成長を図り、企業価値の向上に努め、日

本一のステーキ専門店を目指してまいります。 

 当面は単一業態において規模の拡大に取り組み、店舗数の倍増を目標に掲げ実現してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社の企業理念においては、私たちの使命を顧客創造として、ブロンコビリーならではのＱ（クオリティー）、Ｓ

（サービス）、Ｃ（クレンリネス）を常に進化、改善させていくことで、お客様の期待に応え続けていくことを実現

するよう取り組んでまいります。 

 当社といたしましては、高い収益性を維持し企業価値を伸展させていくために、以下の課題に取り組んでまいりま

す。 

①人材の確保と育成 

  当社は、全て直営店舗にて営業しており、人材の確保と育成が重要な課題であります。その為には、新卒ならび

 に中途の採用を強化し、そのうえで当社で働く社員やクルー（パート、アルバイト）が、経営方針を具現化して、

 各々がその持ち場の経営者として役割・使命を果たすことができるよう、社内外の研修等の機会を充実、活用し 

 て、自主責任経営、衆知経営、全員経営ができるように全力で育成してまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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  併せて、管理部門の体制を強化するために人材の育成と充実を図り、今後株主を含めたステークホルダーに対し

 て適時、適切な情報を開示するとともに、財務報告の適正性や経営を継続していく上でのコンプライアンス体制を

 強化し、企業としての社会的責任に応えてまいります。 

②業績の向上 

  当社は、現在の利益率を向上させながら、成長を図っていくことをテーマとし、その実現に努めております。そ

 の為には、ステーキ、ハンバーグの専門店として、一層魅力ある商品の開発と素材へのこだわりを研ぎ澄まして、

 季節に合わせたメニュー作り等差別化を図ることで、既存店舗の収益を伸ばすとともに、新規出店を含めた客数 

 の増加、及び経費のコントロールによる利益率向上に取り組んでまいります。 

③時代をリードする  

  当社は、お客様に再来店して頂く為には、時代をリードする魅力ある店舗作りが不可欠であると考えておりま 

 す。これまで、お客様に調理現場を見せることで、五感で楽しんで頂けるオープンキッチンに改良するなど、店舗

 作りに工夫を凝らしてきており、今後につきましても、 新の設備やくつろげる空間づくりに、常に挑戦しつつ、

 お客様のニーズに応えるよう進化してまいります。  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

㈱ブロンコビリー（3091）　平成21年12月期決算短信（非連結）

－8－



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,743,845 1,524,120

売掛金 20,540 23,284

店舗食材 12,996 －

仕込品 24,961 －

商品及び製品 － 29,587

原材料 29,983 －

貯蔵品 11,351 －

原材料及び貯蔵品 － 76,610

前払費用 83,351 75,087

繰延税金資産 24,856 24,140

その他 5,285 24,335

流動資産合計 1,957,171 1,777,166

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,005,364 4,383,335

減価償却累計額 △2,047,869 △2,167,764

建物（純額） ※  1,957,495 ※  2,215,571

構築物 651,687 670,086

減価償却累計額 △424,893 △449,901

構築物（純額） 226,793 220,185

機械及び装置 72,510 93,134

減価償却累計額 △54,413 △53,304

機械及び装置（純額） 18,096 39,830

車両運搬具 11,281 11,281

減価償却累計額 △4,748 △7,820

車両運搬具（純額） 6,532 3,461

工具、器具及び備品 918,819 979,971

減価償却累計額 △577,779 △672,357

工具、器具及び備品（純額） 341,039 307,613

土地 ※  226,782 ※  276,207

建設仮勘定 57,361 29,244

有形固定資産合計 2,834,102 3,092,114

無形固定資産   

借地権 85,938 75,972

ソフトウエア 30,565 26,906

その他 16,584 15,193

無形固定資産合計 133,088 118,072
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 93,097 133,120

出資金 70 70

長期前払費用 14,849 37,765

差入保証金 514,891 520,299

繰延税金資産 89,621 88,016

その他 32,230 39,799

投資その他の資産合計 744,760 819,070

固定資産合計 3,711,951 4,029,257

資産合計 5,669,122 5,806,424

負債の部   

流動負債   

買掛金 241,211 208,678

短期借入金 ※  89,200 ※  108,500

1年内償還予定の社債 32,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 ※  178,652 ※  88,166

未払金 276,432 365,372

割賦未払金 32,384 195

未払費用 17,865 19,128

未払法人税等 223,060 233,385

未払消費税等 29,860 －

預り金 29,653 26,392

前受収益 3,290 3,206

賞与引当金 11,210 12,344

流動負債合計 1,164,820 1,097,368

固定負債   

社債 72,000 40,000

長期借入金 ※  149,040 ※  60,874

長期割賦未払金 195 －

その他 13,095 19,211

固定負債合計 234,330 120,085

負債合計 1,399,150 1,217,453
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,337 803,337

資本剰余金   

資本準備金 713,337 713,337

資本剰余金合計 713,337 713,337

利益剰余金   

利益準備金 58,887 58,887

その他利益剰余金   

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 1,689,731 2,014,547

利益剰余金合計 2,748,619 3,073,434

株主資本合計 4,265,294 4,590,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,678 △1,139

評価・換算差額等合計 4,678 △1,139

純資産合計 4,269,972 4,588,970

負債純資産合計 5,669,122 5,806,424
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,063,548 7,767,734

売上原価   

期首店舗食材たな卸高 13,172 －

期首仕込品たな卸高 22,695 －

商品及び製品期首たな卸高 － 37,957

当期店舗食材仕入高 1,333,793 －

当期製品製造原価 1,111,157 928,436

当期商品仕入高 － 1,302,403

合計 2,480,819 2,268,797

他勘定振替高 ※1  19,559 ※1  23,290

期末店舗食材たな卸高 12,996 －

期末仕込品たな卸高 24,961 －

商品及び製品期末たな卸高 － 29,587

売上原価合計 2,423,302 2,215,919

売上総利益 5,640,246 5,551,815

販売費及び一般管理費 ※2  4,575,875 ※2  4,613,441

営業利益 1,064,370 938,373

営業外収益   

受取利息 5,381 4,179

有価証券利息 336 285

受取配当金 541 1,786

受取賃貸料 22,300 21,040

協賛金収入 5,290 9,028

その他 5,197 5,642

営業外収益合計 39,047 41,962

営業外費用   

支払利息 9,441 5,212

社債利息 1,265 723

賃貸費用 20,469 19,238

その他 7,663 7,327

営業外費用合計 38,840 32,501

経常利益 1,064,577 947,834

特別利益   

保険解約返戻金 52,558 －

受取保険金 － 75,596

特別利益合計 52,558 75,596
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

減損損失 ※3  67,884 ※3  17,814

固定資産除売却損 ※4  7,476 ※4  22,382

店舗閉鎖損失 － 4,850

災害による損失 － 35,430

投資有価証券評価損 151 246

役員弔慰金 6,300 －

特別損失合計 81,812 80,724

税引前当期純利益 1,035,323 942,706

法人税、住民税及び事業税 470,021 412,710

法人税等調整額 △18,256 6,280

法人税等合計 451,765 418,990

当期純利益 583,557 523,715
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（脚注） 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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    982,687  88.4  766,796  82.6

Ⅱ 労務費    77,445  7.0  94,083  10.1

Ⅲ 経費 ※２  51,024  4.6  67,556  7.3

当期総製造費用    1,111,157  100.0  928,436  100.0

当期製品製造原価    1,111,157  928,436

     

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 １ （原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、総合原価計算によっており、

その計算の一部に予定原価を採用し、期末において

これによる差額を調整のうえ、実際原価に修正して

おります。 

 １ （原価計算の方法） 

同左 

※２ 主な内訳は以下のとおりであります。 ※２ 主な内訳は以下のとおりであります。 

消耗品費 千円9,975

水道光熱費 千円9,586

減価償却費 千円5,119

消耗品費 千円13,661

減価償却費 千円11,960

水道光熱費 千円9,372
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 803,337 803,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 803,337 803,337

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 713,337 713,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 713,337 713,337

資本剰余金合計   

前期末残高 713,337 713,337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 713,337 713,337

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 58,887 58,887

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 58,887 58,887

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,238,774 1,689,731

当期変動額   

剰余金の配当 △132,600 △198,900

当期純利益 583,557 523,715

当期変動額合計 450,957 324,815

当期末残高 1,689,731 2,014,547

利益剰余金合計   

前期末残高 2,297,661 2,748,619

当期変動額   

剰余金の配当 △132,600 △198,900
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当期純利益 583,557 523,715

当期変動額合計 450,957 324,815

当期末残高 2,748,619 3,073,434

株主資本合計   

前期末残高 3,814,336 4,265,294

当期変動額   

剰余金の配当 △132,600 △198,900

当期純利益 583,557 523,715

当期変動額合計 450,957 324,815

当期末残高 4,265,294 4,590,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 8,878 4,678

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,199 △5,817

当期変動額合計 △4,199 △5,817

当期末残高 4,678 △1,139

評価・換算差額等合計   

前期末残高 8,878 4,678

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,199 △5,817

当期変動額合計 △4,199 △5,817

当期末残高 4,678 △1,139

純資産合計   

前期末残高 3,823,214 4,269,972

当期変動額   

剰余金の配当 △132,600 △198,900

当期純利益 583,557 523,715

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,199 △5,817

当期変動額合計 446,757 318,998

当期末残高 4,269,972 4,588,970
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,035,323 942,706

減価償却費 373,255 373,190

減損損失 67,884 17,814

賞与引当金の増減額（△は減少） 356 1,134

販売促進引当金の増減額（△は減少） △12,834 －

受取利息及び受取配当金 △6,259 △6,252

支払利息及び社債利息 10,707 5,935

割賦手数料 2,529 1,872

受取保険金 － △75,596

保険解約返戻金 △52,558 －

固定資産除売却損益（△は益） 7,476 22,382

店舗閉鎖損失 － 4,850

災害損失 － 35,430

投資有価証券評価損益（△は益） 151 246

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,394 △26,905

売上債権の増減額（△は増加） △2,900 △2,743

長期前払費用の増減額（△は増加） 8,447 △22,915

仕入債務の増減額（△は減少） △7,521 △32,533

未払金の増減額（△は減少） △15,597 46,927

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,865 △29,860

その他 △1,667 △6,400

小計 1,386,532 1,249,284

利息及び配当金の受取額 6,259 6,252

利息の支払額 △13,304 △7,884

保険金の受取額 － 75,596

法人税等の支払額 △557,493 △402,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 821,993 920,588

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 △37,878 △91,333

定期預金の払戻による収入 150,000 329,184

投資有価証券の取得による支出 △53,273 △50,046

有形固定資産の取得による支出 △425,607 △621,920

有形固定資産の売却による収入 200 －

無形固定資産の取得による支出 △5,890 △6,945

有形固定資産の除却による支出 △6,670 △28,395

差入保証金の差入による支出 △12,280 △29,873

差入保証金の回収による収入 484 6,515

建設協力金の支払による支出 － △7,772

建設協力金の回収による収入 33,777 25,722
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

保険積立金の積立による支出 △6,452 △4,469

保険積立金の解約による収入 72,390 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,201 △479,336

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 89,200 19,300

長期借入金の返済による支出 △380,355 △178,652

割賦債務の返済による支出 △42,497 △32,384

社債の償還による支出 △32,000 △32,000

配当金の支払額 △131,890 △196,290

財務活動によるキャッシュ・フロー △497,542 △420,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,249 21,224

現金及び現金同等物の期首残高 743,780 777,029

現金及び現金同等物の期末残高 ※  777,029 ※  798,254

㈱ブロンコビリー（3091）　平成21年12月期決算短信（非連結）

－18－



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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 

 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）に

よっております。 

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によっておりま

す。 

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）店舗食材・仕込品・原材料 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

(1）商品・製品・原材料 

 総平均法による原価法（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。

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

(2）貯蔵品 

 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） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、当事

業年度より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）が適用されたこと

に伴い、主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。 

 これによる当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益への影響は

ありません。  
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く） 

イ 平成10年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

(1）有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く） 

イ 平成10年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

  ロ 平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 

旧定額法 

ロ 平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 

旧定額法 

  ハ 平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定額法 

ハ 平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定額法 

  建物以外 

イ 平成19年３月31日以前に取得した

もの  

旧定率法 

建物以外 

イ 平成19年３月31日以前に取得した

もの  

旧定率法 

  ロ 平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法 

 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 

構築物       10～20年 

機械及び装置    ３～15年 

車両運搬具       ６年 

工具、器具及び備品 ３～９年 

（追加情報）  

 法人税法の改正に伴い、当事業年度より

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き取得価

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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。 

ロ 平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物        ７～50年 

構築物       ５～20年 

機械及び装置    ２～15年 

車両運搬具     ３～６年 

工具、器具及び備品 ３～15年 

（追加情報） 

 法人税法の改正により法定耐用年数の見

直しが行われたことを契機として見直しを

行い、当事業年度より有形固定資産の一部

について耐用年数の変更を行っておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。 

  (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、事業用借地権については、契約

年数を基準とした定額法、また、自社利

用のソフトウェアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４ 引当金の計上基準 賞与引当金 

 従業員の賞与支払に備えるため、賞与の

支給見込額のうち当期負担分を計上してお

ります。 

賞与引当金 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、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 

ヘッジ対象・・・借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

 金利変動のリスク負担の適正化に限定し

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たし

ておりますので、有効性の評価を省略して

います。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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

時引出し可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値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 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の処理方法 

同左  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで、区分掲記しておりました「受取保

険金収入」（当事業年度 1,394千円）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」に含めて表示しております。 

２．前事業年度まで、区分掲記しておりました「盗難損

失」（当事業年度 1,955千円）は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しております。 

（貸借対照表） 

「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、また、ＥＤＩＮＥ

Ｔ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、前事業年度において、「店舗食材」「仕込

品」「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「商品及び製品」「原材料及び貯蔵

品」と掲記しております。 

 なお、当事業年度に含まれる「店舗食材」「仕込品」

「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ12,820千円、16,766

千円、68,966千円、7,644千円であります。 

（損益計算書） 

「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、また、ＥＤＩＮＥ

Ｔ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、前事業年度で表示しておりました「期首店舗

食材たな卸高」、「期首仕込品たな卸高」は、当事業年

度から「商品及び製品期首たな卸高」と一括して掲記し

ております。 

 なお、当事業年度の「商品及び製品期首たな卸高」に

含まれる「期首店舗食材たな卸高」「期首仕込品たな卸

高」は、それぞれ12,996千円、24,961千円であります。

 同じく、前事業年度で表示しておりました「期末店舗

食材たな卸高」12,996千円、「期末仕込品たな卸高」

24,961千円は、当事業年度から「商品及び製品期末たな

卸高」と一括して掲記しております。 

 なお、当事業年度の「商品及び製品期末たな卸高」に

含まれる「期末店舗食材たな卸高」「期末仕込品たな卸

高」は、それぞれ12,820千円、16,766千円であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

※  担保資産及びこれに対する債務 

担保資産 

※  担保資産及びこれに対する債務 

担保資産 

建物 千円29,192

土地 千円143,008

合計 千円172,201

建物 千円27,735

土地 千円143,008

合計 千円170,744

担保に対する債務 担保に対する債務 

短期借入金 千円20,000

１年内返済予定の長期借入金 千円63,492

長期借入金 千円30,038

合計 千円113,530

短期借入金 千円28,700

１年内返済予定の長期借入金 千円25,038

長期借入金 千円5,000

合計 千円58,738
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 千円19,559 販売費及び一般管理費 千円23,290

※２ 販売費及び一般管理費のうちで主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 なお、販売費に属する費用のおおよその割合は

９％、一般管理費に属するおおよその割合は91％であ

ります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうちで主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 なお、販売費に属する費用のおおよその割合は

９％、一般管理費に属するおおよその割合は91％であ

ります。 

販売促進費 千円388,689

給与手当 千円695,779

賞与引当金繰入額 千円11,007

雑給 千円1,140,879

水道光熱費 千円332,792

減価償却費 千円345,584

賃借料 千円567,489

販売促進費 千円389,732

給与手当 千円724,625

賞与引当金繰入額 千円12,162

雑給 千円1,181,179

水道光熱費 千円298,578

減価償却費 千円339,326

賃借料 千円586,518

※３ 減損損失の内容は、次のとおりであります。 

 当事業年度において、以下の資産グループに基づき

減損損失を計上しております。 

※３ 減損損失の内容は、次のとおりであります。 

 当事業年度において、以下の資産グループに基づき

減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 
金額

（千円） 

愛知県 
直営店舗 
（当社１物件） 

建物等  24,732

静岡県 
直営店舗 
（当社１物件） 

建物・ 
借地権等  35,542

愛知県 
コミサリー（加
工工場） 
（当社１物件） 

建物等  7,609

 資産のグルーピングは、直営店舗については継続的

な収支の把握を行っていることから各店舗毎をグルー

ピングの 小単位としております。 

場所 用途 種類 
金額

（千円） 

愛知県
直営店舗
（当社１物件）

建物等  8,998

静岡県
直営店舗
（当社１物件）

建物・ 
借地権等  8,816

 資産のグルーピングは、コミサリー（加工工場）に

ついては飲食店事業に関わる共用資産とし、直営店舗

については継続的な収支の把握を行っていることから

各店舗毎をグルーピングの 小単位としております。

 収益性が著しく低下した店舗および閉店予定の店舗

ならびに移設により閉鎖する加工工場について資産の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

67,884千円（建物55,008千円、構築物5,571千円、器

具備品6,448千円、借地権744千円、その他111千円）

を減損損失として特別損失に計上しております。 

 回収可能価額は、直営店舗、加工工場とも主として

使用価値によっております。 

 なお、使用価値は将来キャッシュフローを9.3％で

割り引いて算出しております。 

 収益性が著しく低下した店舗および閉店予定の店舗

について資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額 千円（建物 千円、構築物

千円、器具備品 千円、借地権 千円、そ

の他 千円）を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

 回収可能価額は、使用価値によっております。使用

価値は、閉店予定店舗の閉店までの減価償却費相当額

のみとして算定しております。  

  

17,814 13,865

2,327 1,405 187

28

※４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

構築物 千円132

機械及び装置 千円17

車両運搬具 千円91

工具、器具及び備品 千円565

撤去費用等 千円6,670

合計 千円7,476

建物 千円133

構築物 千円86

機械及び装置 千円204

工具、器具及び備品 千円547

撤去費用等 千円21,411

合計 千円22,382
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（注） 平成19年12月期期末配当金の内訳 普通配当 30円 記念配当 10円 

  

（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 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

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）

区分 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

（発行済株式） 

普通株式 
 3,315,000  ―  ―  3,315,000

計  3,315,000  ―  ―  3,315,000

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  132,600 円 40 平成19年12月31日 平成20年３月28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 

基準日 効力発生日

平成21年３月25日 

定時株主総会 
普通株式 

繰越利益 

剰余金 
 132,600 １株につき40円 平成20年12月31日 平成21年３月26日

区分 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

（発行済株式） 

普通株式 
 3,315,000  ―  ―  3,315,000

計  3,315,000  ―  ―  3,315,000

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年３月25日 

定時株主総会 
普通株式  132,600 円 40 平成20年12月31日 平成21年３月26日

平成21年７月23日 

取締役会 
普通株式  66,300 円 20 平成21年６月30日 平成21年９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 

基準日 効力発生日

平成22年３月25日 

定時株主総会 
普通株式 

繰越利益 

剰余金 
 66,300 １株につき20円 平成21年12月31日 平成22年３月26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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

 れている科目の金額との関係 

（平成20年12月31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12月31日現在） 

現金及び預金 千円1,743,845

預入期間３か月超の定期預金 千円△966,816

現金及び現金同等物 千円777,029

現金及び預金 千円1,524,120

預入期間３か月超の定期預金 千円△725,866

現金及び現金同等物 千円798,254

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 該当事項はありません。 

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 

  該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

  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        300,448千円

  １年超 2,214,548千円

   合計  2,514,996千円
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前事業年度（平成20年12月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当事業年度において、有価証券について、151千円の減損処理を行っております。 

減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理して

おります。 

下落率30％以上50％未満の銘柄については、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理し

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）

区分 取得原価（千円）
貸借対照表日における貸
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 
   

① 株式  28,569  40,418  11,848

② 債券  ―  ―  ―

③ その他  ―  ―  ―

小計  28,569  40,418  11,848

貸借対照表計上額が取得原価を超えな

いもの 
   

① 株式  30,317  28,655  △1,661

② 債券  ―  ―  ―

③ その他  11,334  9,023  △2,310

小計  41,651  37,679  △3,972

合計  70,221  78,097  7,876

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  15,000
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当事業年度（平成21年12月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当事業年度において、有価証券について、246千円の減損処理を行っております。 

減損処理にあたっては、期末における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理して

おります。 

下落率30％以上50％未満の銘柄については、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理し

ております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

区分 取得原価（千円）
貸借対照表日における貸
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 
   

① 株式  2,742  15,098  12,355

② 債券  ―  ―  ―

③ その他  ―  ―  ―

小計  2,742  15,098  12,355

貸借対照表計上額が取得原価を超えな

いもの 
   

① 株式  105,944  93,041  △12,903

② 債券  ―  ―  ―

③ その他  11,334  9,980  △1,354

小計  117,279  103,021  △14,257

合計  120,021  118,120  △1,901

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  15,000
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１ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日）及び当事業年度（自平成21年１月１日 至平成

21年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

 当社は、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

① 取引の内容及び利用目的等 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。 

① 取引の内容及び利用目的等 

同左 

② 取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

 当社が利用している金利スワップ取引には、市場金利

の変動によるリスクはないと認識しております。また、

金利スワップ取引の契約先は信用度の高い国内の銀行で

あるため、相手先の債務不履行によるリスクはないと認

識しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引は取締役会の決裁後、管理部門が実

行しております。また、デリバティブ取引に係るリスク

管理は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルール

に従い、決裁担当者の承認を得て行っております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

（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20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） 

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 

（繰延税金資産） 

未払事業税 千円17,649

減損損失 千円53,037

借地権償却 千円39,181

賞与引当金 千円4,551

未払不動産取得税 千円1,439

その他 千円1,815

繰延税金資産合計 千円117,675

未払事業税 千円18,148

減損損失 千円41,874

借地権償却 千円42,620

賞与引当金 千円4,949

一括償却資産償却額 千円2,758

その他有価証券評価差額金 

その他 

千円

千円

762

1,042

繰延税金資産合計 千円112,156

繰延税金資産の純額 千円112,156

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 千円3,197

繰延税金負債合計 千円3,197

差引：繰延税金資産の純額 千円114,477

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 ％40.6 法定実効税率 ％40.1

（調整） （調整） 

住民税均等割等 ％2.7

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％0.4

その他 ％△0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％43.6

３ 税効果会計に使用する法定実効税率の変更 

  当事業年度に名古屋市市民税減税条例が公布されたこ

 とに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した

 法定実効税率は、前事業年度の40.6％から40.1％に変更

 されております。 

  この結果、流動資産の繰延税金資産が301千円減少 

 し、固定資産の繰延税金資産が1,097千円減少し、当事 

 業年度に計上された法人税等調整額（貸方）が1,388千 

 円減少しております。   

住民税均等割等 ％3.7

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％0.4

その他 ％0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％44.4

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありま

せん。 

同左 

（関連当事者情報）
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  該当事項はありません。 

  

（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり当期純利益 

  

前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,288円08銭 円 銭 1,384 30

１株当たり当期純利益 176円04銭 円 銭 157 98

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。 

項目 
前事業年度

（平成20年12月31日） 
当事業年度

（平成21年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  4,269,972  4,588,970

普通株式に係る純資産額（千円）  4,269,972  4,588,970

普通株式の発行済株式数（株）  3,315,000  3,315,000

普通株式の自己株式数（株）  ―  ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（株） 
 3,315,000  3,315,000

項目 
前事業年度

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日）

当事業年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円）  583,557  523,715

普通株式に係る当期純利益（千円）  583,557  523,715

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式の期中平均株式数（株）  3,315,000  3,315,000

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 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22年３月25日予定）  

  新任取締役候補 

  道木 幹夫（社外取締役） 

  

(2）その他 

 ①生産実績 

  第27期事業年度及び第28期事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

（注）１ 上記は、ファクトリーにおける生産実績であります。 

   ２ 金額は、製造原価によって表示しております。 

   ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ４ その他は、デザート等であります。 

   ５ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

   

 ②仕入実績 

  第27期事業年度及び第28期事業年度における仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。  

（注）１ 金額は、仕入れ価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

５．その他

品目別 

第27期事業年度 第28期事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

  至 平成20年12月31日）   至 平成21年12月31日） 

生産高（千円） 
前年同期比 

生産高（千円） 
前年同期比 

（％） （％） 

ステーキ  759,864 97.9 600,536 79.0 

ハンバーグ  244,851 98.9 230,583 94.2 

ステーキソース  58,334 95.8 60,049 102.9 

その他  48,107 127.4 37,266 77.5 

合計  1,111,157 99.0 928,436 83.6 

品目別 

第27期事業年度 第28期事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

  至 平成20年12月31日）   至 平成21年12月31日） 

仕入高（千円） 
前年同期比 

仕入高（千円） 
前年同期比 

（％） （％） 

肉類  902,401 102.2 710,048 78.7 

野菜類  266,177 98.8 242,228 91.0 

米・パン  228,703 91.3 236,889 103.6 

ドリンク類  154,861 90.2 174,978 113.0 

その他  772,528 97.3 744,036 96.3 

合計  2,324,673 98.1 2,108,182 90.7 
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 ③販売実績  

  第27期事業年度及び第28期事業年度における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

  なお当社は一般顧客を対象とした店舗販売ですので、特定の販売先はありません。  

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  

地域別 

第27期事業年度 第28期事業年度 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 

  至 平成20年12月31日）   至 平成21年12月31日） 

販売高（千円） 
前年同期比 

販売高（千円） 
前年同期比 

（％） （％） 

愛知県  5,280,480 95.9 4,779,177 90.5 

岐阜県  1,162,678 88.0 1,091,073 93.8 

三重県  676,296 92.0 630,485 93.2 

静岡県  850,793 94.8 740,121 87.0 

関東地区  93,300 － 526,876 564.7 

合計  8,063,548 95.3 7,767,734 96.3 
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