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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 8,346 △6.7 133 75.4 33 153.5 22 10.8
21年3月期 8,947 △9.8 76 ― 13 ― 20 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 2,547.10 ― 4.9 0.5 1.6
21年3月期 2,298.02 ― 4.7 0.2 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 6,853 485 7.1 54,462.73
21年3月期 7,140 436 6.1 48,939.99

（参考） 自己資本   22年3月期  485百万円 21年3月期  436百万円

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

22年3月期 505 △214 △298 99
21年3月期 470 △276 △443 106

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 ％ ％

21年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 4 19.6 1.0

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 18.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,106 0.3 75 11.2 39 110.3 27 ― 3,072.57

通期 8,322 △0.3 123 △7.9 49 48.6 24 8.4 2,762.11



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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 8,916株 21年3月期 8,916株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ「１.．経営成績 （１）経営成績の分析」をご覧下さい。 



(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、世界同時不況やドバイショック等に影響による失業率が依然として高く、厳し

い状況が続いております。今回の政権交代による景気対策に期待があがりましたが、原油や原材料の高騰、企業収益

の悪化や設備投資の制御等により、景気回復には依然厳しいものがあります。また、デフレによる企業間の低価格競

争や消費低迷、そして所得減少や雇用不安に歯止めがかからず、個人消費の冷え込みが続いております。 

当社の事業地盤としております北海道・東北地区におきましても、個人消費をめぐる環境は非常に厳しい状況で、

依然として低調なまま推移しております。また、同業他社との店舗間競争も激しく、厳しい環境が継続しておりま

す。 

このような状況のもと、当社においては経営基盤の充実強化に努め、業績の向上と社業の発展に総力を傾注し、積

極的な業態変更をはじめ、不採算店舗の改善をすすめ、営業店舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるた

め、Ｑ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ（クリンリネス）・Ｔ（トレーニング）・Ｍ（マネジメント）を心掛け

て運営して参りました。 

店舗展開におきましては、「おむらいす亭宇都宮店」を「かつてん」に業態変更し、「暖中平岡店」を北海道初の

バリ風カフェレストラン「ベビーフェイスプラネッツ」、そして「Ｃａｆｅ’Ｓｔａさいわい横町店」をたい焼きの

「米乃家」に、新規業態へと変更いたしました。 

「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」フランチャイズ本部としましては、加盟店２店舗を新規出店し、加盟店の合計が15店

舗となっております。 

また、３店舗の営業譲渡、３店舗の業態変更、不採算店３店舗の閉店を行いました。 

これにより、当事業年度における当社の稼動店舗は21業態110店舗となり（前年同期末22業態116店舗）、この結果

売上高8,346百万円（前年同期比6.7％減）、既存店売上高は（同2.7％減）、新規店売上高は（同227.1％増）となっ

ております。販売費及び一般管理費は4,682百万円（同8.6％減)となり、減少の主なものは、人件費、水道光熱費等

のコスト削減効果及び店舗閉鎖による家賃等の店舗経費の減少であります。 

この結果、営業利益133百万円（同75.4％増）、経常利益33百万円（同153.5％増）となりました。また、不採算店

の業態変更及び閉店を実施したことで店舗閉鎖損等13百万円の特別損失を計上致しました。 

この結果、当期純利益は22百万円（同10.8%増）となりました。 

(2）財政状態に関する分析 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、2,107百万円（前事業年度末2,169百万円）となり、61百万円減少しまし

た。主な要因は、長期借入金の返済等により、現金及び預金の減少（1,001百万円から916百万円へ85百万円減）であ

ります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、4,745百万円(前事業年度末4,969百万円)となり、224百万円減少しまし

た。主な要因は、有形固定資産の減少（3,235百万円から3,072百万円へ162百万円減）及び敷金保証金の減少（1,028

百万円から961百万円へ67百万円減）に伴なうものであります。 

  （流動負債） 

   当事業年度末における流動負債の残高は、2,823百万円(前事業年度末2,939百万円)となり、115百万円減少しまし

た。主な要因は、短期借入金の増加（370百万円増）があったものの、１年内返済予定の長期借入金の減少（2,111百

万円から1,731百万円へ379百万円減）、１年以内償還予定の社債の減少（130百万円から100百万円へ30百万円減）、

買掛金の減少（288百万円から253百万円へ34百万円減）、未払金の減少（322百万円から278百万円へ44百万円減）し

たためであります。 

  （固定負債） 

   当事業年度末における固定負債の残高は、3,545百万円（前事業年度末3,765百万円）となり、220百万円減少しまし

た。主な要因は、長期借入金の減少（3,422百万円から3,265百万円へ157百万円減）、社債の減少（170百万円から70

百万円へ100百万円減）であります。 

１．経営成績



  （純資産） 

   当事業年度末における純資産の残高は485百万円（前事業年度末436百万円）となり、49百万円増加しました。主な

要因は、当期純利益22百万円を計上した結果、利益剰余金が増加、その他有価証券評価差額金が増加（0百万円から27

百万円へ26百万円増）したためであります。 

  （キャッシュ・フロー） 

  当事業年度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6百万円減少し、99百万円となっておりま

す。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、505百万円の収入であり前年同期と比べ35百万円増加しております。これ

は主に、税引前当期純利益19百万円ではあるものの、非資金項目である減価償却費554百万円等によるものでありま

す。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、214百万円の支出であり、前年同期と比べ62百万円支出減となりました。

これは主に、定期預金の払戻しによる収入200百万円があるものの、定期預金の預入れによる支出122百万円、有形固

定資産の取得による支出353百万円によるものであります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、298百万円の支出であり、前年同期と比べ145百万円支出減となりました。

これは主に長期借入金の借入による収入が、前年同期と比べ377百万円減少したこと等によるものであります。 

   （キャッシュ・フロー指標の推移） 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／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  

※ 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。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、利払いにつきましては、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。 

 （3）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、引き続き同業他社との店舗間競争の激化及び企業収益の悪化が鮮明となり個人消費

はより一層生活防衛意識を高めており、不透明な部分が多く予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような状況の中、立地および消費動向等を慎重に判断したうえで新規出店を行い、既存店舗の運営効率を上げ

て収益の改善に努めて参ります。これにより、売上高8,322百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益123百万円（前

年同期比7.9％減）、経常利益49百万円（前年同期比48.6％増）、当期純利益24百万円（前年同期比8.4％増）を予想

しております。 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の事業であります店舗展開は、長期的な展望にたっての事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基

盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であると考えております。企業体質の強化・充実と今後の事業展

開に備えるため内部留保に努めるとともに、株主各位への利益還元として業績に応じた配当を実施することを基本方

針としております。 

当事業年度の配当につきましては上記方針に基づき配当は１株当たり500円の配当を実施する事を決定しました。 

項  目 平成20年３月期   平成21年３月期   平成22年３月期   

 自己資本比率（％）  5.6  6.1  7.1

 時価ベースの自己資本比率（％）  16.1  5.6  7.7

 債務償還年数（年）  21.0  12.4  10.9

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）    2.2    3.4    3.6



 (5）事業等のリスク  

   ①フランチャイズ契約について 

平成22年３月期において、当社の売上高の82.6％を占めるフランチャイジー事業において、当社は、㈱ダスキン

や㈱ＴＳＵＴＡＹＡ等と締結したフランチャイズ契約に基づいて、「ミスタードーナツ」（平成22年３月期売上高

全体の28.4％）や「ＴＳＵＴＡＹＡ」（同20.4％）等の店舗をフランチャイジーとして展開しております。当該契

約においては、類似の事業を展開してはならないこと、ノウハウの漏洩禁止やチェーン組織の名声を傷つけないこ

と等の加盟店の義務が定められており、当社がこれらに違反した場合には、当該契約を解除されるだけでなく損害

賠償や営業の停止を請求される可能性があります。また、それらに付随して、飲食・物販業界における信用の低下

のみならず社会的信用の低下を招くこと等により、新たなフランチャイズ契約が困難になること、違反をしていな

いフランチャイズ契約においても新規出店の許可を受けるために通常より長い時間を要するようになることや既存

店の来店客数が減少すること等で当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

また、フランチャイジー事業においては、フランチャイザーの経営方針、商品施策や経営状況等により、来店客

数の減少や顧客単価の低下等を招き、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社は、平成22年３月末現在において、当社が締結しているフランチャイズ契約に違反している事実はあ

りません。また、オリジナルブランド事業においては、以下のとおりフランチャイジー事業と事業内容が類似する

可能性のある店舗を展開しておりますが、当社は、現在運営している店舗につきフランチャイズ契約に違反がない

旨の確約書を各フランチャイザーから受領しております。このようにフランチャイジー事業と事業内容が類似する

可能性があるオリジナルブランド事業の今後の出店につきましては、対象となるフランチャイザーから、出店の都

度、確約書により承認を得ることとしております。万一確約書による承認を得られない場合には、当社の事業展開

等に制約を受ける可能性があります。 

（注）㈱どんは、㈱ダスキンの子会社であります。 

フランチャイジー事業 類似する可能性のあるオリジナルブランド事業

店舗ブランド フランチャイザー 店舗ブランド 

ザ・どん ㈱どん かつてん 



②事業展開について 

（a）出店政策について 

当社が、平成22年３月末において直営により出店している店舗数は合計110店であり、うちフランチャイジー

事業で飲食部門58店、物販部門13店舗、ウェルネス部門11店舗の計82店舗と、オリジナルブランド事業で飲食

部門14店舗、物販部門14店舗の計28店舗を展開しております。また、出店場所は、ショッピングセンター内へ

の出店が平成22年３月末で42店舗と全店舗数の38.2％となっております。なお、フランチャイザーとしては19

店舗の運営指導等を行なっております。 

当社の出店地域は、関東以北となっており、平成22年３月末において北海道78店舗、東北地方（青森県、岩

手県、秋田県、山形県、宮城県)29店舗、関東地方（栃木県、群馬県、神奈川県)3店舗であります。 

従来、当社はフランチャイジー事業の飲食部門を中心とした出店を行なう一方、賃借先との交渉の上、不採

算店等を退店することで業容の拡大を図ってきました。今後は、出店地域について従来から展開している北海

道、東北地方を重視して出店していく方針でありますが、出店条件に合致する物件が確保できないこと等によ

り計画通りに出店できない場合や、競合状況等により出店後の販売状況が芳しくない場合等において、当社の

事業計画や業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．退店等に伴なう損失は、固定資産除却損、固定資産売却損及び店舗閉鎖に伴う費用の合計額でありま

す。 

３．上記店舗数は、直営店舗のみとなっております。 

４．出店数には譲受店舗が含まれております。 

 ５．閉店数には譲渡店舗が含まれております。 

  
第28期 

(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

 第29期
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

第30期 
(自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日)

第31期 
(自平成20年４月１日
至平成21年３月31日)

第32期  
(自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日) 

売上高(千円)  9,489,696 9,801,584 9,923,410 8,947,542  8,346,884

 

フランチャイジー事業 
(千円)  7,840,750 8,204,217 8,307,078 7,281,541  6,892,594

オリジナルブランド事業

(千円)  1,648,945 1,597,366 1,616,331 1,666,000  1,454,290

営業利益(千円)  215,080 165,532 △177,015 76,368  133,925

経常利益(千円)  120,499 79,402 △283,635 13,136  33,307

特別損失のうち退店等に伴な

う損失(千円)  2,882 4,721 303,362 50,146  13,558

当期純利益(千円)  31,945 24,356 △902,133 20,489  22,709

フランチャイジー事

業 

期末店

舗数 
(店) 

 82 96 97 85  82

  

飲食部門 
期末店

舗数 
（店） 

 64 69 68 60  58

物販部門 
期末店

舗数 
（店） 

 12 13 14 13  13

  ウェルネス部門 
期末店

舗数 
（店） 

 6 14 15 12  11

オリジナルブランド

事業 

期末店

舗数 
(店) 

 27 28 30 31  28

  

飲食部門 
期末店

舗数 
（店） 

 13 15 14 15  14

物販部門 
期末店

舗数 
（店） 

 14 13 16 16  14

合計 

出店数

(店)  14 22 15 4  3

閉店数

(店)  9 7 12 15  9

期末店

舗数 
(店) 

 109 124 127 116  110



（b）有利子負債依存度について 

当社は、新規出店に際して建物入居のための敷金保証金、店舗建築、内装設備等のための資金が必要となり

ます。加えて、フランチャイジー事業においては、加盟金、加盟保証金等の資金が必要となります。当社はこ

れらの資金を金融機関からの借入金及び社債の発行等により賄っているため、負債・純資産合計に占める有利

子負債の比率が高い水準にあり、平成22年３月期末で80.8％となっております。また、平成22年３月期におけ

る支払利息と社債利息の合計額は131,937千円であり、売上高の1.6％となっております。 

今後につきましては、自己資本の強化に努める方針でありますが、金利動向及び金融情勢の変化等による支

払利息及び社債利息の増加等により、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（c）敷金保証金について 

当社は、出店に際して賃借物件により店舗開発を行なうことを基本方針としており、平成22年３月末現在、

110店舗中、89店舗につき土地及び建物を賃借し、14店舗につき土地を賃借しております。その結果、敷金保証

金の資産合計に占める割合は、平成22年３月末現在14.0％となっております。当該敷金保証金は賃貸借契約の

終了をもって当社に返還されるものでありますが、賃借先の経営状況等によっては、当該店舗に係る敷金保証

金の返還や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、当社店舗の不採算等により当社が賃貸借契約終了前の解除を行なった場合には、当該契約に基づき敷

金保証金の一部又は全部が返還されないことや、将来において当該賃借先が保有する物件の当社による賃借が

困難となる可能性があります。 

（d）エリアフランチャイザー事業について 

当社は、「焼肉五苑」、「暖中」、「情熱ホルモン」及び「リラックス」のエリアフランチャイザー契約を

締結しております。今後は、従来のフランチャイジー事業及びオリジナルブランド事業に加えて、当該事業を

推進していく方針であります。 

但し、加盟店の出店に際しては、出店条件に合致した物件が確保できないこと等により出店数や出店時期が

当社の計画通りに進まない場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（e）人材の育成及び確保について 

当社の事業の柱である店舗運営においては、高品質の商品とサービスを顧客に提供するため優秀な人材を必

要としており、店舗責任者は時間を掛けて教育することが必要であります。当社は、店舗責任者はすなわち社

長代行であるとの認識から従来からその育成には十分な時間を掛けており、各フランチャイザーが定める研修

や当社独自の研修を行なうことで商品知識や接客技術の習得をはじめとする人材の育成にも継続的に取り組ん

でおります。また、年１回の定期採用のみならず、出店に備えた人材の確保を目的として技能・経験を考慮

し、基準に達していると考えられるパート・アルバイト従業員を正社員として登用する等の中途採用を実施し

ております。 

しかしながら、店舗責任者等の人材育成が順調に進まなかった場合、もしくは、当社が店舗責任者等として

必要な人材を十分に確保できなかった場合には当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  
第28期 

(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

第29期 
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

第30期 
(自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日)

第31期 
(自平成20年４月１日
至平成21年３月31日)

第32期  
(自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日) 

（負債の部）           

短期借入金(千円)  400,000 100,000 100,000  －  370,000

１年以内返済予定の長期

借入金(千円)  1,395,220 1,644,673 2,010,947 2,111,196  1,731,978

１年以内償還予定の社債 
(千円)  200,000 300,000 290,000 130,000  100,000

社債(千円)  420,000 590,000 300,000 170,000  70,000

長期借入金(千円)  2,895,598 3,486,681 3,576,325 3,422,678  3,265,115

小計（Ａ）(千円)  5,310,819 6,121,355 6,277,273 5,833,874  5,537,093

負債・純資産合計（Ｂ） 
(千円)  7,872,867 8,541,161 7,775,597 7,140,682  6,853,984

（Ａ）／（Ｂ） ％ 67.5 ％ 71.7 ％80.7 ％ 81.7 ％ 80.8



（f）中古品の仕入について 

当社の「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」ならびに「ＮＥＴ・ＯＮＥ」においては一般消費者より、中古品を仕

入れて販売しておりますが、新商品市場の動向や競合先の出店動向等により商品の仕入状況に影響を及ぼす可

能性があり、必ずしも将来にわたって質・量とも安定的に中古品を確保できるとは限りません。したがいまし

て、中古品の仕入状況によっては商品不足により販売機会を逃すことになり、当社の業績等に影響を及ぼす可

能性があります。 

（6）法的規制について 

当社は多くの業態を展開しており、各業態に必要とされる許可を得て営業活動を行なっております。 

（a）食品衛生法について 

当社の飲食部門では「食品衛生法」による規制を受けております。このため、店舗所在管轄都道府県知事の

認可を得て営業しております。 

当社は、食品衛生法の遵守を常に心掛け、各店舗では食品衛生管理者を管轄保健所に届出しており、衛生管

理マニュアルに従って、日常的に食材の品質管理や店舗の衛生管理を行なっております。また、外部による食

品衛生検査を定期的に実施し衛生管理の徹底を図っております。 

当社におきましては現在までに衛生問題に関連して重大な事故、訴訟、行政等の指導を受けた事実はありま

せんが、万一に備えて、生産物賠償責任保険及び食中毒・特定感染症利益担保特約を含んだ店舗総合保険契約

を締結しております。 

しかしながら、今後、店舗内において食中毒等の発生の危険性については否定できず、万一、当社の飲食店

舗において食中毒等が発生した場合は、当社の業績等に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 

（b）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リサイクル法(「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」)により、

年間100トン以上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、減量及

び再生利用を通じて、排出する食品残渣物の２割を削減することが義務付けられております。 

当社の飲食部門のうちショッピングセンター内で営業している店舗数の割合は、平成22年３月末現在におい

て50.0％となっており、ショッピングセンター自体で生ゴミ処理機等を導入しているため、現状において当社

は食品リサイクル法において定められた外食事業者に該当しておりません。しかしながら、今後出店が増加す

ることにより食品廃棄物の排出量が増加することが想定されるため、同法の定める外食事業者に該当した場合

には、既存の委託処理業者に加えて新たな食品廃棄物再処理可能業者等との取引を行なう必要や、自社で再処

理設備を購入し処理を行なわざるを得なくなる等の必要が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能

性があります。 

（c）古物営業法について 

当社の「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」ならびに「ＮＥＴ・ＯＮＥ」業態において、「古物営業法」に基づき

「古物商」としてリサイクルショップを運営しております。 

古物商は、営業所を管轄する公安委員会からの営業許可取得を必要としており、同法及び関連法令による規

制の要旨は以下のとおりであります。 

（イ）古物の売買または交換を行なう営業を営む場合には、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受け

なければならない。 

（ロ）盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行ない、

以って窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 

（ハ）取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等に記載しな

ければならない。 

 当社の直営店舗及びフランチャイズ加盟店舗は、古物商として許可を得て営業しており、古物営業法遵守の

観点から古物台帳の記入や買取り時の身分確認等、古物営業法に準拠した買取り及び台帳の保管を行なってお

り、盗品買取りが判明した場合には被害者に対する無償回復に適法に対応できる体制を敷いております。 

 当社においては、これまで当該規制により損害が発生した事実はありませんが、今後も盗品と思われる商品

の買取りや未成年者からの買取りに関してはマニュアルを厳守させ、法令厳守体制を維持して参ります。 

 なお、同法の規制により、買取った商品が盗品又は遺失物と判明した場合には、１年以内であればこれを無

償で被害者又は遺失主に回復することとされており、万一買取った商品が盗品等と判明した場合には当社の業

績等に影響を及ぼす可能性があります。 



（d）著作権等管理事業法について 

当社の「ＴＳＵＴＡＹＡ」業態におけるＤＶＤおよびＣＤ等のレンタルにおいては、月間の映像ソフトや音

楽ＣＤの貸与回数に応じた、著作物使用料の支払いが義務付けられる著作権等管理事業法による規制を受けて

おり、主務官庁（文化庁）の認可を得て営業しております。 

また、「スペースクリエイト自遊空間」業態におきましては店舗内にコンピュータや家庭用ゲーム機を設置

しており、あらかじめコンピュータにインストールされているゲーム並びに家庭用ゲームソフト、ＤＶＤ等映

像ソフトをコンテンツとして提供しております。 

これらは著作者にその権利が保護されており、著作権者に認められている権利に抵触する利用を行う事がで

きません。したがって、当該事業にて業務利用しております、これらの各ソフトウェアは著作権者から業務用

としての許諾を受けたもののみを使用しております。 

万一同法の改正により著作権料の上昇等が発生した場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

（e）再販価格維持制度について 

当社の取扱商品のうち、音楽用ＣＤ及び書籍は、新品として販売される段階では「再販価格維持制度」（以

下、「再販制度」）の適用を受けております。再販制度とは、メーカーが卸・小売価格を制定し、これを販売

者に遵守させる制度であります。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律では、その総則において、

事業者が他の事業者と共同して対価を決定することを禁じております。しかし、同法第６章の適用除外におい

てこの例外を認めており、その一つが第６章23条の再販制度であります。再販制度は順次見直し作業が進めら

れており、平成13年３月末時点では著作物再販制度を廃止せず存置するとの意向が公正取引委員会より示され

ましたが、当該制度の見直しの方向性は現段階では予測困難であります。 

万一当該制度の見直しにより、当該取扱商品の価格が低下した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能

性があります。 

（f）青少年育成条例について 

当社の「スペースクリエイト自遊空間」および「ＴＳＵＴＡＹＡ」業態においては、青少年対策として、各

都道府県の定める「青少年保護育成条例」の規制を受けております。 

当社は、青少年の健全育成の観点から当該条例を遵守し、さらなる社会的貢献を果たしていきたいと考えて

おり、以下の対応を行なっております。 

①16歳未満の利用客には午後８時以降、18歳未満の利用客には午後10時以降の利用を認めておりません。 

②有害図書類と指定されている、もしくは発行者により利用年齢制限を設けて発行されている図書類は、他

の図書類と区分して陳列するとともにその旨を明確に表示し、18歳未満もしくは所定の年齢に達しない青

少年による利用が行なわれない様徹底しております。 

③青少年に有害なインターネットコンテンツ対策として有害情報へのアクセスを制限するフィルタリングシ

ステムを導入したパソコンを利用しております。 

④未成年者の喫煙・飲酒等の防止に対しては最大限の注意を払うものとし、定期的な店内巡回を行なう等必

要な措置をとることとしております。 

⑤薬物・可燃物・危険物の持込を禁止しております。 

⑥警察との連絡を保ち、必要に応じて補導活動に協力することとしております。 

しかしながら、当該規制の内容が変更された場合や万一当該条例に違反した場合には、当社の業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

（g）中小小売商業振興法について 

特定連鎖化事業（小売・飲食のフランチャイズ・チェーン）について、チェーン本部（フランチャイザー）

の事業概要及び契約の主な内容等についての情報を、チェーンに加盟しようとする者（フランチャイジー）に

対して事前に書面で開示し、説明することを義務付けております。これは特定連鎖化事業者である本部と加盟

者の間で契約を巡るトラブルが生じることを防止するため定めているものであります。 

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しており、平成22年３月末

現在、フランチャイズ契約に関する訴訟や紛争はありませんが、加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟

が提起された場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 



（h）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）について 

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」（平成14年４月24日改訂）におい

て、フランチャイザーが契約前にフランチャイジーに開示することが望ましい項目を示しております。また、

フランチャイザーが予測売上又は予測収益をフランチャイジーに開示する場合、根拠ある事実・合理的算定方

法等に基づく必要性及び根拠となる事実・算定方法等を示す必要があることを示しております。これらは小

売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されております。 

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しており、平成22年３月末

現在、フランチャイズ契約に関する訴訟や紛争はありませんが、加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟

が提起された場合、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（i）個人情報の管理について 

個人情報の保護に関しては、平成15年５月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、平成17年４月１日

からは全面施行されており、当社を含む５千件を超える個人情報を利用している企業が本人の同意を得ずに個

人情報を第三者に提供する等した場合には、行政処分が課され、場合によっては刑罰の適用を受ける可能性が

あります。 

当社が運営する「ＴＳＵＴＡＹＡ」のレンタルビデオ・ＣＤ部門、「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」、「ＮＥ

Ｔ・ＯＮＥ」並びに「スペースクリエイト自遊空間」では顧客毎に会員登録を行なうため、会員の個人情報を

保有しており、同法の規制を受けております。 

フランチャイズ事業における「ＴＳＵＴＡＹＡ」並びに「スペースクリエイト自遊空間」では、これらの個

人情報と会員番号が連動したデータベースを当該フランチャイザーのサーバーに集積し蓄積しております。 

また、オリジナルブランド事業の「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」及び「ＮＥＴ・ＯＮＥ」についても同様の

システムを構築しております。 

いずれも従業員は顧客が保有する会員カードを使用する等して、これらの会員の個人情報を閲覧することが

可能となっております。 

このため、当社は顧客情報管理規程の中で従業員に対して秘密保持を義務付ける等、保有する個人情報が外

部に漏洩しないよう管理体制の整備に努めております。しかしながら、不測の事態により当社が保有する個人

情報が外部に漏洩した場合には、顧客等からの信用の低下による売上減少や賠償金の支払い等により、当社の

業績等に影響が生じる可能性があります。 

（7）フジタ産業グループについて 

当社の代表取締役社長である藤田博章は、昭和63年10月に北海道苫小牧市を中心にホームセンターやガソリンス

タンド等を運営するフジタ産業㈱の代表取締役社長に就任し、平成14年10月からは非常勤の取締役会長（現任）に

就いております。また、同社の発行済株式総数の92.6％を所有しております。 

フジタ産業㈱は液化プロパンガスの輸送等を行なっている藤田荷役㈱の発行済株式総数の100％を所有するととも

に事務機器の卸売り等を行なっている㈱キミシマの発行済株式総数の67.5％を所有しております。 

今後ともフジタ産業グループの事業上のリスクは、当社グループと分離されているものと認識しておりますが、

同社において想定不能な不測の事態が生じた場合、藤田博章の当社取締役社長としての業務に影響を及ぼす可能性

があります。  

（8）減損会計について 

減損会計の適用により、保有する固定資産及びファイナンス・リース資産等について減損処理が必要になった場

合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（9）短時間労働者に対する厚生年金適用拡大等について 

厚生労働省は、将来にわたる年金財政の安定化等を目的に、短時間労働者（正社員以外の労働者で、１週間の所

定労働時間が正社員より短い労働者）に対する厚生年金への加入基準を拡大するべく検討しております。 

当社は、平成22年３月末現在において720人の臨時従業員を雇用しており、業種柄多くの短時間労働者が就業して

おります。今後、当該年金制度が変更され、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合には、当社が負担する保険

料の増加等により当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

また、厚生労働省は、短時間労働者の所定外労働時間に対して割増賃金を支払うことを企業に義務付けるべく検

討しておりますが、場合によっては当社の人件費負担が増加し、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 



（10）食材について 

昨今、表示偽装問題等が生じたことで、食材の安全性は、従来以上に外食業界全体の重要な関心事項となってお

ります。当社では、食材の安全を第一に、安定的な確保を図っておりますが、食材の安全性に係る不安等により外

食産業からの消費者離れが生じた場合、安全な食材の供給不足や食材市況に大幅な変動が生じた場合等において

は、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（11）顧客動向について 

当社の顧客は個人客が主体であるため、天候、流行、嗜好等の要因で新商品・サービス等の販売状況等が左右さ

れることにより来店客数が減少した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

（12）新株予約権（ストックオプション）の付与について 

当社では、役員及び従業員の会社業績に対する士気を高めることを目的として、新株予約権（ストックオプショ

ン）を付与しております。 

これらの新株予約権の行使により新株が発行された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性

があります。また、今後も優秀な人材確保のために、新株予約権の付与を実施していくことを検討しており、今後

付与される新株予約権の行使が行なわれた場合においても、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。 

 （注）上記に記載された業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、不確実な 

    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、上記の数値と異なる可能性があります。 

  



  

 当社グループは、当社及び非連結子会社１社で構成されております。現在、当社では、フランチャイズシステムに

よってチェーン展開しておりますフランチャイジー事業17業態、当社自らが運営しておりますオリジナルブランド事

業４業態、フランチャイザーとして２業態・エリアフランチャイザーとして４業態を運営しております。 

 事業内容は、以下のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

フランチャイジー事業として下記の事業を展開しております。 （平成22年３月31日現在）

事業部門別 事業内容 店舗数 契約数 

飲食部門       

 ミスタードーナツ ドーナツ専門店  32 － 

 モスバーガー ハンバーガー専門店  5 － 

 ザ・どん 海鮮丼専門店  2 － 

 焼肉五苑 焼肉専門店  2 － 

 アフロディーテ クレープ専門店  1 － 

 ドトールコーヒーショップ コーヒー専門店  1 － 

 はなまるうどん セルフ讃岐うどん専門店  3 － 

 暖中 中華料理専門店  4 － 

 北前そば高田屋 蕎麦主体の和風居酒屋  4 － 

 情熱ホルモン ホルモン専門店  2 － 

  ベビーフェイスプラネッツ バリ風カフェレストラン  1 － 

 米乃家 たい焼専門店   1   

  エリアフランチャイザー       

  焼肉五苑  焼肉専門店  －  － 

  暖中 中華料理専門店 － － 

  情熱ホルモン ホルモン専門店 － － 

小計    58 － 

 物販部門       

 ＴＳＵＴＡＹＡ 
 ＤＶＤ・ＣＤ等のレンタル及び販売、書籍・文具の販

売 
 5 － 

 スペースクリエイト自遊空間  アミューズメント複合カフェ  7 － 

  セリア生活良品  100円ショップ  1 － 

小計    13 － 

 ウェルネス部門     

  リラックス  リラクゼーションサロン  5 － 

  宝くじ  宝くじ発売  6 － 

  エリアフランチャイザー     － 

   リラックス  リラクゼーションサロン －  3

小計    11  3

合計    82  3



  

非連結子会社の㈱フジックスは、コンビニエンスストア「ローソン」（１店舗）を経営しております。 

  当社はこれまで複数のフランチャイズ本部と加盟店契約を締結し、多店舗化を行なうことで事業展開を図って参

りました。しかし、フランチャイズ契約におけるパッケージのルールとして独自の発想を持ち込むことは制限され

ております。当社は今まで培ったノウハウを活かし、社訓であります「創意」・「熱意」・「誠意」を発揮する場

としてオリジナルブランド事業を開発し、出店にも尽力して参りました。 

 フランチャイジー事業における経験とノウハウの蓄積をオリジナルブランド事業の開発に活かすことと、各種の

異なる業種・業態の店舗運営や顧客サービスの良い面をそれぞれ取り入れる当社独自の「シナジー経営」は、当社

のビジネスモデルでなければ成しえないものであり、店舗運営における効率性・生産性の向上、店舗の活性化とサ

ービス・品質の向上等、大きな効果をもたらしております。 

 消費者のニーズが変化し、多様化がますます進行する中で当社は21業態を数える「多業種・多業態」展開へ変化

して参りました。この事は出店場所の選択肢が広がるとともに出店場所による業態の選定と組み合わせが可能とな

ります。今後とも日々、お客様と直接接する業務の中から顧客ニーズの変化を適格に把握し、多様化が予測される

ライフスタイルの変化にも対応するべく、業態間のサービスやノウハウを融合させて参りたいと考えております。 

 なお、出店に関する基本姿勢として、フランチャイジー事業・オリジナルブランド事業の双方の展開における、

直営店を中心とした事業戦略を今後も継続するとともにオリジナルブランドである「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」

のフランチャイズ本部として加盟店の募集を行ない、経営の指導・援助を行なうべく、これらの事業の拡大を図っ

て参ります。 

オリジナルブランド事業として各に事業を展開しております。 

事業部門別 事業内容 店舗数 契約数 

飲食部門       

 かつてん 丼専門店  12  － 

  キッチンワン スパゲティ・ハンバーグ等洋食店  2  

小計    14 － 

 物販部門       

 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  本・ゲームソフト・ＣＤ等のリサイクル店  11  － 

 ＮＥＴ・ＯＮＥ  家電・家具・衣料品等のリサイクル店  3  － 

  フランチャイザー       

   ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  本・ゲームソフト・ＣＤ等のリサイクル店  －  15

  ＮＥＴ・ＯＮＥ  家電・家具・衣料品等のリサイクル店 －  1

小計    14  16

合計    28  16



 
  



(1）会社の経営の基本方針 

一般店頭顧客に直接応対する事業を営む当社にとって、どれだけ地域の皆様に愛され、どれだけお役に立てるかが

事業の大前提であると考えております。したがって「地域の皆様から支持を受け、信頼される企業でありたい」とい

う強い信念をもって、これを経営理念としております。 

飲食店並びに物販店を通じて当社が販売するものは単に食事や物品だけではなく、お客様の生活を様々に彩る「心

の豊かさ」の販売を目指しております。今後も社訓であります「創意」・「熱意」・「誠意」をもって取組みたいと

考えております。 

(2）目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標として、経常利益率の安定的な成長を重視しております。常にコスト削減および収益改

善意識を持ち、経常利益率の向上に努めております。なお、当事業年度は経常利益率0.4％、中期的な目標といたし

まして経常利益率2.0％を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

フランチャイジー事業・オリジナルブランド事業の双方の展開における、直営店を出店することによる事業拡大を

中心とした経営戦略を今後も継続するとともに、エリアフランチャイズ本部及び、オリジナルブランドの物販部門で

ある「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」のフランチャイズ本部として加盟店の募集を行ない、経営の指導・援助を行なう

べく、これらの事業の拡大を図って参ります。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社が今後、中長期的戦略を実行していくために対処すべき課題として下記の事項を考えております。 

①更なる加盟店ネットワーク規模の拡大（加盟店の積極的募集活動） 

②加盟店の業務支援サービスの拡充と向上 

③オリジナルブランド事業を中心とする各業態のブランドイメージの向上とお客様の利用意向度の向上 

④投下資本利益率（ＲＯＩ）を基準とした出店政策の推進 

⑤人材育成プランの実施  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  ①当社は、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として、社内業務全般にわたる諸規程を整備し、業務分掌、職

務権限等を規程に定めることによって、各職位の責任と権限を明確にして職務を遂行しております。 

  当社の取締役会は原則月１回、開催する他、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催して迅速な経営意思決定に

努めております。更には取締役及び幹部社員をメンバーとする業績検討会議を月１回以上開催しており、コンプラ

イアンスを含めた業務執行状況の監督及び月次の業績と問題点を把握し、経営方針の検討の場として機能させてお

ります。  

  ②当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されており、公正・客観的な立

場から取締役の職務執行状況や重要な意思決定に対する監査を実施しております。 

監査役による監査役協議会を原則月１回、開催しており経営方針の妥当性を協議するとともに監査役監査方針と

監査計画を策定し、適時、会計監査人及び内部監査室と連携を深め情報の共有に努めながら、全般的な監査を実施

して、随時必要な提言・助言ならびに勧告を行っております。  

③内部管理体制の強化のための牽制組織として代表取締役社長直属の内部監査室を設けており、業務執行体制にお

いて客観性と公正性をもって監査計画に基づき、法令関係を遵守し会社の方針に沿った業務活動が行なわれている

か等を定期的に行ない、内部業務の管理・統制の徹底にあたっております。 

  また、法令並びに諸規程への準拠・整合性に対する監査の強化及び新規出店を含む全ての店舗並びに部門の内部

監査を実施しております。監査結果は内部監査室長より社長に報告を行なうとともに諸課題・問題点の改善指示を

関連部署に行ない、全社的な問題の共有化と周知徹底を図っております。 

④コンプライアンス教育の一環として、当社の取締役及びパート・アルバイトを含む従業員を対象としたインサイ

ダー取引規制に関する教育を行なっております。また、関連部署（店舗において）個人情報管理に関する理解及び

取扱の周知徹底を図っております。 

 なお、ＩＲ活動の一環として、インターネットの当社ホームページ上で経営状況その他の情報について積極的に

ディスクローズを行なっており、今後も積極的な情報開示の充実を図って参ります。 

       

  会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。 

３．経営方針



 

 （6）取締役の定数 

 当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めてあります。 

 （7）自己株式の決定機関 

 当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項に基づき、取

締役会決議による自己株式取得を可能とする旨を定款に定めております。 

 （8）株主総会の特別決議要件 

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て決議を行う旨を定款に定めております。 

 （9）取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって決議を行う旨を定款に定めております。 

 （10）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,001,354 ※1  916,276

売掛金 252,725 291,489

商品及び製品 666,666 625,730

原材料及び貯蔵品 39,454 40,049

前払費用 141,231 155,424

前払金 23,210 7,460

繰延税金資産 8,560 21,231

その他 36,432 50,551

貸倒引当金 △500 △520

流動資産合計 2,169,135 2,107,693

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,989,998 4,007,099

減価償却累計額 △1,917,869 △2,081,990

建物（純額） ※1  2,072,129 ※1  1,925,109

構築物 184,499 188,042

減価償却累計額 △147,410 △152,832

構築物（純額） 37,089 35,210

機械及び装置 10,742 10,742

減価償却累計額 △7,770 △8,158

機械及び装置（純額） 2,971 2,583

車両運搬具 5,445 3,835

減価償却累計額 △4,101 △3,180

車両運搬具（純額） 1,343 655

工具、器具及び備品 1,924,703 1,936,747

減価償却累計額 △1,376,185 △1,410,927

工具、器具及び備品（純額） 548,518 525,820

土地 ※1  573,649 ※1  573,649

リース資産  11,214

減価償却累計額 － △1,272

リース資産（純額） － 9,941

有形固定資産合計 3,235,702 3,072,971

無形固定資産   

のれん 33,787 23,568

借地権 140,000 140,000

商標権 160 274

ソフトウエア 991 2,237

その他 7,925 7,925

無形固定資産合計 182,865 174,007



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  231,131 ※1  278,440

関係会社株式 25,000 25,000

出資金 203 196

長期貸付金 96,662 96,832

長期前払費用 192,235 158,945

敷金及び保証金 ※1  1,028,904 ※1  961,734

保険積立金 1,899 1,899

その他 250 250

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,551,287 1,498,299

固定資産合計 4,969,855 4,745,277

繰延資産   

社債発行費 1,691 1,012

繰延資産合計 1,691 1,012

資産合計 7,140,682 6,853,984

負債の部   

流動負債   

買掛金 288,314 253,699

短期借入金 － 370,000

1年内返済予定の長期借入金 2,111,196 1,731,978

1年内償還予定の社債 130,000 100,000

リース債務 － 2,354

未払金 322,310 278,086

未払費用 19,595 14,136

未払法人税等 17,033 19,095

未払消費税等 24,350 21,947

前受金 6,196 9,066

預り金 20,013 22,713

その他 － 40

流動負債合計 2,939,010 2,823,118

固定負債   

社債 170,000 70,000

長期借入金 3,422,678 3,265,115

繰延税金負債 334 18,348

退職給付引当金 28,504 27,763

リース債務 － 8,084

長期未払金 4,843 17,213

長期預り金 138,961 138,750

固定負債合計 3,765,322 3,545,275

負債合計 6,704,333 6,368,394



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金   

資本準備金 424,003 47,702

資本剰余金合計 424,003 47,702

利益剰余金   

利益準備金 3,015 －

その他利益剰余金   

別途積立金 5,420 －

繰越利益剰余金 △384,735 22,709

利益剰余金合計 △376,300 22,709

株主資本合計 435,855 458,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 493 27,024

評価・換算差額等合計 493 27,024

純資産合計 436,348 485,589

負債純資産合計 7,140,682 6,853,984



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

飲食売上高 5,001,419 4,745,235

物販売上高 3,632,760 3,272,642

ウェルネス売上高 313,362 329,007

売上高合計 8,947,542 8,346,884

売上原価   

飲食売上原価 1,624,619 1,521,900

物販売上原価 1,893,690 1,756,856

ウェルネス売上原価 228,039 252,172

売上原価合計 3,746,349 3,530,929

売上総利益 5,201,192 4,815,955

販売費及び一般管理費   

役員報酬 62,915 53,475

給与手当 1,924,602 1,773,237

法定福利費 119,663 110,965

福利厚生費 71,528 65,524

退職給付費用 13,805 3,604

ロイヤリティ 245,443 230,643

広告宣伝費 364,654 343,950

水道光熱費 426,545 366,490

支払手数料 252,907 217,460

租税公課 52,564 48,898

地代家賃 784,768 726,039

リース料 38,371 35,110

減価償却費 287,785 256,950

のれん償却額 13,069 10,219

貸倒引当金繰入額 500 20

その他 465,702 439,439

販売費及び一般管理費合計 5,124,824 4,682,030

営業利益 76,368 133,925

営業外収益   

受取利息 7,493 7,425

有価証券利息 372 －

受取配当金 3,998 4,115

不動産賃貸料 88,431 88,422

受取保険金 28,724 2,776

その他 29,688 8,527

営業外収益合計 158,709 111,267



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 132,726 128,881

社債利息 5,086 3,056

社債発行費償却 678 678

不動産賃貸原価 55,777 58,797

その他 27,672 20,471

営業外費用合計 221,941 211,885

経常利益 13,136 33,307

特別利益   

前期損益修正益 ※1  22,611 －

固定資産売却益 － 76

貸倒引当金戻入額 5,000 －

役員退職慰労引当金戻入額 75,408 －

特別利益合計 103,019 76

特別損失   

固定資産除却損 5,395 92

店舗閉鎖損失 ※2  50,146 ※2  13,558

固定資産売却損 251 15

減損損失 ※3  26,495 －

投資有価証券評価損 11,424 －

特別損失合計 93,712 13,666

税引前当期純利益 22,443 19,716

法人税、住民税及び事業税 10,514 9,677

法人税等調整額 △8,560 △12,671

法人税等合計 1,954 △2,993

当期純利益 20,489 22,709



  

  

飲食売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ期首原材料たな卸高          28,699              26,311      

Ⅱ当期原材料仕入高          1,622,232              1,518,837      

合計          1,650,931              1,545,149      

Ⅲ期末原材料たな卸高          26,311              23,248      

飲食売上原価          1,624,619  100.0        1,521,900  100.0

物販売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ期首商品たな卸高    705,095              666,666            

Ⅱ当期商品仕入高    1,665,535              1,505,353            

合計    2,370,630              2,172,020            

Ⅲ期末商品たな卸高    666,666  1,703,963  90.0  625,497  1,546,522  88.0

Ⅳレンタルソフト減価償却費          175,233  9.2        197,837  11.3

Ⅴレンタルソフト除却損          14,493  0.8        12,496  0.7

物販売上原価          1,893,690  100.0        1,756,856  100.0

ウェルネス売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ期首原材料たな卸高         －             －      

Ⅱ業務委託費          62,404              52,577      

Ⅲ当期商品仕入高          165,634              199,826      

 合計          228,039              252,404      

Ⅳ期末商品たな卸高          －              232      

 ウェルネス売上原価          228,039  100.0        252,172  100.0



（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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 388,153 388,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 388,153 388,153

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 424,003 424,003

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △376,300

当期変動額合計 － △376,300

当期末残高 424,003 47,702

その他資本剰余金   

前期末残高 －  

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 376,300

欠損填補 － △376,300

当期変動額合計 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 424,003 424,003

当期変動額   

欠損填補 － △376,300

当期変動額合計 － △376,300

当期末残高 424,003 47,702

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,015 3,015

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △3,015

当期変動額合計 － △3,015

当期末残高 3,015 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,420 5,420

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △5,420

当期変動額合計 － △5,420

当期末残高 5,420 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △405,224 △384,735

当期変動額   

利益準備金の取崩 － 3,015

別途積立金の取崩 － 5,420

欠損填補 － 376,300

当期純利益 20,489 22,709

当期変動額合計 20,489 407,445

当期末残高 △384,735 22,709

利益剰余金合計   

前期末残高 △396,789 △376,300

当期変動額   

利益準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

欠損填補 － 376,300

当期純利益 20,489 22,709

当期変動額合計 20,489 399,010

当期末残高 △376,300 22,709

株主資本合計   

前期末残高 415,366 435,855

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

当期純利益 20,489 22,709

当期変動額合計 20,489 22,709

当期末残高 435,855 458,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,982 493

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,489 26,530

当期変動額合計 △19,489 26,530

当期末残高 493 27,024

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,982 493

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,489 26,530

当期変動額合計 △19,489 26,530

当期末残高 493 27,024



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 435,349 436,348

当期変動額   

利益準備金の取崩 － －

欠損填補 － －

当期純利益 20,489 22,709

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,489 26,530

当期変動額合計 999 49,240

当期末残高 436,348 485,589



（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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 22,443 19,716

減価償却費 554,015 554,796

投資有価証券評価損益（△は益） 11,424 －

減損損失 26,495 －

店舗閉鎖損失 39,501 －

前期損益修正損益（△は益） △22,611 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,368 △741

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,408 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,102 20

受取利息及び受取配当金 △11,864 △11,541

支払利息 137,813 131,937

社債発行費償却 678 678

有形固定資産除売却損益（△は益） 20,591 6,746

売上債権の増減額（△は増加） △19,452 △38,763

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,528 40,341

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,896 △20,234

仕入債務の増減額（△は減少） △35,108 △34,615

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,911 △2,403

その他の流動負債の増減額（△は減少） △111,424 △2,499

預り保証金の増減額（△は減少） △22,211 △210

小計 589,485 643,226

利息及び配当金の受取額 21,613 11,541

利息の支払額 △135,332 △138,670

法人税等の支払額 △5,681 △10,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 470,085 505,712

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 △207,565 △122,005

定期預金の払戻による収入 250,217 200,550

投資有価証券の取得による支出 △2,675 △2,764

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △437,697 △353,624

有形固定資産の売却による収入 6,409 2,146

無形固定資産の取得による支出 △5 △2,341

無形固定資産の売却による収入 145 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △3,836 2,010

長期貸付けによる支出 △36,576 △170

敷金及び保証金の回収による収入 81,300 49,889

その他投資の減少額（増加額） 54,067 12,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,215 △214,126



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 － 370,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 －

長期借入れによる収入 1,927,200 1,550,000

長期借入金の返済による支出 △1,980,598 △2,086,781

社債の償還による支出 △290,000 △130,000

リース債務の返済による支出 － △1,335

財務活動によるキャッシュ・フロー △443,398 △298,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △249,528 △6,532

現金及び現金同等物の期首残高 355,995 106,467

現金及び現金同等物の期末残高 106,467 99,934



 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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

（1）満期保有目的の債券 

同左 

  （2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

（2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  （3）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。 

（3）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を採用

しております。 

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）商 品 

主に、売価還元法による原価法（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）原材料、貯蔵品 

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。 

この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。   

（1）商 品 

                 同左 

 

 

  

（2）原材料、貯蔵品 

         同左 

 

 

  

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（但し、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        15～40年 

工具、器具及び備品 ２～８年 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （2）無形固定資産（リース資産を除く） 

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 



項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （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３月31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。  

（3）リース資産 

      同左 

４．繰延資産の処理方法       社債発行費 

社債の償還期間において定額法によ

り償却しております。  

      社債発行費 

同左 

５．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） 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及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

（2） 退職給付引当金 

同左 

  （3） 役員退職慰労引当金       

         ─────────  

 (追加情報）  

当社は、従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上し

ておりましたが、平成20年８月29日開催

の取締役会において、平成20年８月末を

もって役員退職慰労金制度を廃止する旨

の決議を致しました。 

 また、各取締役及び各監査役より退職

慰労金全額の受取辞退の申し入れがあっ

たことから、特別利益に「役員退職慰労

引当金戻入額」75,408千円を計上してお

ります。  

─────────  

  



項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 （1） ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引及び金利キャップ

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 

金利キャップ取引 

（2） ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

借入金利息 

ヘッジ対象 

同左 

  （3） ヘッジ方針 

金利変動リスクをヘッジする目的で

行なっております。 

（3） ヘッジ方針 

同左 

  （4） ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引及び金利キャップ

取引については、特例処理によってい

るため、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 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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 

８．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。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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、当事業年度では通常の売買取引に係るリース取

引はありません。 

 また、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。 

これによる、損益に与える影響はありません。  

        ――――――――――     

  



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 千円583,404

土地  515,567

敷金及び保証金  81,504

定期預金  331,165

投資有価証券  60,022

計  1,571,663

建物 千円562,944

土地  515,567

敷金及び保証金  74,976

定期預金  431,526

投資有価証券  63,065

計  1,648,080

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

  

長期借入金 

 

千円4,674,259

（１年内返済予定額を含む）      

短期借入金   千円170,000

長期借入金   千円4,551,416

（１年内返済予定額を含む）      

２ 偶発債務 

従業員について、当社の福利厚生の一環として、

金融機関からの資金借入債務に対し債務保証を行な

っております。 

２ 偶発債務 

従業員について、当社の福利厚生の一環として、

金融機関からの資金借入債務に対し債務保証を行な

っております。 

従業員（10名） 千円10,708 従業員（11名） 千円8,377



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 前期損益修正益22,611千円は、前事業年度において

見積り計上した店舗閉鎖損の過大計上の戻入額であり

ます。 

※１        ──────────  

※２ 店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。 ※２ 店舗閉鎖損の内容は次のとおりであります。 

①固定資産除却損 

 建物          千円13,217

 構築物    904

 工具、器具及び備品  4,075

②店舗閉鎖違約金  7,250

③店舗閉鎖現状復帰費用  3,533

④長期前払費用償却  15,790

⑤その他  5,374

計  50,146

①固定資産除却損 

 建物          千円314

 工具、器具及び備品  323

②店舗閉鎖違約金  4,031

③店舗閉鎖現状復帰費用  3,334

④その他  5,553

計  13,558

※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しております。  

当社は店舗を単位としてグルーピングを行っており

ます。運営する店舗の一部については、収益性低下等

により、投資額の回収が困難と見込まれるため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失(26,495千円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は建物附属設備26,495千円であります。 

 なお、回収可能価額は、使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを2.0％で割引いて算定

しております。 

用途 業態 種類  場所 

事業用店舗資産  賃貸物件 
建物附属

設備等 
北海道岩見沢市 

        ────────── 



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式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 

  該当事項はありません。  

  

          (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 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 

  該当事項はありません。  

  

          (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 

該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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  8,916  －  －  8,916

合計  8,916  －  －  8,916

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
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  8,916  －  －  8,916

合計  8,916  －  －  8,916

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  8,916  －  －  8,916



 （開示の省略）  

  リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ、ストック・オプション等、税効果会計、退職給付、持分法損益

等、賃貸不動産、関連当事者、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため、開示を省略いたします。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３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21年３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22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,001,354千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △894,887

現金及び現金同等物  106,467

現金及び預金勘定 千円916,276

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △816,341

現金及び現金同等物  99,934



 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失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

は、以下のとおりであります。 

 （注） 平成15年２月13日決議のストック・オプションは平成22年２月28日、権利行使期間が終了したため、失効して

おります。  

        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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額        48,939.99円 

１株当たり当期純利益金額         2,298.02円 

 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。 

１株当たり純資産額         円 54,462.73

１株当たり当期純利益金額          円 2,547.10

 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。 

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日  
至 平成21年３月31日）  

当事業年度  
（自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日）  

１株当たり当期純利益金額     
  当期純利益（千円）  20,489  22,709

 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）  20,489  22,709

 期中平均株式数（株）  8,916  8,916

    

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）  －  －

   （うち新株予約権） （－） （ ）－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権 225個）  

旧商法の規定に基づく新株予約権 

平成15年２月13日開催の臨時株主総会決議 

177株59個 

平成16年９月13日開催の臨時株主総会決議 

166株166個 

新株予約権１種類（新株予約権 個）  
平成16年９月13日開催の臨時株主総会決議 

157株157個  

157

（重要な後発事象）



(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 

該当事項はありません。  

    

５．その他



(2）生産受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

   当社は最終消費者に対する飲食業及び物販業を主に行なっているため、該当事項はありません。 

 ②仕入実績 

   前事業年度及び当事業年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 事業部門別 

前事業年度
(自 平成20年４月１日  
至 平成21年３月31日) 

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

増減 

仕入高
（千円）  

構成比
（％）  

仕入高
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

増減率
（％）  

フランチャイジー事業             

 ミスタードーナツ  710,124  20.6  684,772  21.2  △25,351  △3.5

 モスバーガー  121,944  3.5  127,328  3.9  5,383  4.4

 ザ・どん  26,695  0.8  25,748  0.8  △946  △3.5

 焼肉五苑  81,510  2.4  80,314  2.5  △1,196  △1.4

 アフロディーテ  22,000  0.6  10,245  0.3  △11,754  △53.4

 おむらいす亭  42,264  1.2  5,678  0.2  △36,585  △86.5

 ドトールコーヒーショップ  10,646  0.3  10,125  0.3  △521  △4.8

 はなまるうどん  79,314  2.3  82,090  2.5  2,776  3.5

 暖中  184,617  5.3  118,805  3.7  △65,812  △35.6

 北前そば高田屋  102,801  3.0  109,408  3.4  6,607  6.4

  情熱ホルモン  25,055  0.7  30,611  1.0  5,556  22.1

 暖中地区本部  3,701  0.1 － －  △3,701 － 

 ベビーフェイスプラネッツ － －  30,997  1.0  30,997 － 

 米乃家 － －  2,675  0.1  2,675 － 

 飲食小計  1,410,674  40.8  1,318,802  40.9  △91,872  △6.5

 ＴＳＵＴＡＹＡ  986,605  28.6  845,296  26.2  △141,309  △14.3

 スペースクリエイト自遊空間  89,617  2.6  87,413  2.7  △2,204  △2.4

  セリア生活良品  82,985  2.4  86,795  2.7  3,810  4.5

 物販小計  1,159,207  33.6  1,019,504  31.6  △139,703  △12.0

 リラックス  0 －  373  0.0  373 － 

  宝くじ  165,634  4.8  199,453  6.2  33,818  20.4

  ウェルネス小計  165,634  4.8  199,826  6.2    34,192  20.6

フランチャイジー事業計  2,735,517  79.2  2,538,133  78.7  △197,383  △7.2

オリジナルブランド事業           

 かつてん  173,499  5.0  164,951  5.1  △8,548  △4.9

 ＣＡＦＥ´Ｓｔａ  13,310      0.4        3,355     0.1  △922  △21.5

 キッチンワン  9,877       0.3     30,722       1.0  20,845    211.0

 焼肉家族焼き道楽  14,869  0.4  1,006    0.0  △13,863  △93.2

 飲食小計  211,557  6.1  200,035    6.2  △11,521  △5.4

 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  459,143  13.3  445,251    13.8  △13,892  △3.0

 ＮＥＴ・ＯＮＥ  47,184  1.4  40,597    1.3  △6,586  △13.9

 物販小計  506,327  14.7  485,848  15.1  △20,478  △4.0

 オリジナルブランド事業計  717,884  20.8  685,884  21.3  △32,000  △4.4

 合計  3,453,402  100.0  3,224,017  100.0  △229,384  △6.6



 ③販売実績 

   前事業年度及び当事業年度の売上実績を事業の部門別に示すと、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．上記「ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ」には、フランチャイザー売上高が前事業年度は257,084千円、当事業年

度は183,171千円含まれております。 

  

事業部門別 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

増減 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額
（千円） 

構成比
（％） 

金額 
（千円） 

増減率
（％） 

フランチャイジー事業             

 ミスタードーナツ  2,421,747  27.1  2,373,791  28.5  △47,956  △1.9

 モスバーガー  298,105  3.3  303,575  3.7  5,470  1.8

 ザ・どん  73,250  0.8  69,364  0.8  △3,885  △5.3

 焼肉五苑  209,738  2.4  204,899  2.5  △4,838  △2.3

 アフロディーテ  56,345  0.6  27,582  0.3  △28,762  △51.0

 おむらいす亭  134,282  1.5  19,284  0.2  △114,998  △85.6

 ドトールコーヒーショップ  26,307  0.3  24,455  0.3  △1,852  △7.0

 はなまるうどん  217,718  2.4  222,535  2.7  4,817  2.2

 暖中  574,725  6.4  396,599  4.8  △178,126  △30.9

 北前そば高田屋  322,848  3.6  345,529  4.1  22,681  7.0

  情熱ホルモン  71,912  0.8  86,881  1.0  14,969  20.8

 暖中地区本部  13,701  0.2 － － － － 

 ベビーフェイスプラネッツ － －  91,587  1.0 － － 

 米乃屋 － －  6,913  0.1 － － 

 飲食小計  4,420,684  49.4  4,173,000  50.0  △247,683  △5.6

 ＴＳＵＴＡＹＡ  1,837,159  20.6  1,703,452  20.4  133,707  △7.2

 スペースクリエイト自遊空間  599,434  6.7  570,688  6.9  △28,746  △4.7

  セリア生活良品  110,900  1.2  116,446  1.4  5,546  5.0

 物販小計  2,547,494  28.5  2,390,586  28.7  △156,907  △6.1

  リラックス  132,540  1.5  111,331  1.3  △21,209  △16

  宝くじ  180,787  2.0  217,676  2.6  36,888  20.4

  ＤＩＥＴ－ＥＮＤ ＦＩＴＮＥＳＳ  33  0.0 － － － － 

  ウェルネス小計  313,362  3.5  329,007  3.9  15,645  4.9

フランチャイジー事業計  7,281,541  81.4  6,892,594  82.6  △388,946  △5.3

オリジナルブランド事業           

 かつてん  487,569  5.5  467,987  5.6  △19,581  △4.0

 ＣＡＦＥ´Ｓｔａ  32,833  0.4  8,719  0.1  △24,114  △73.4

 キッチンワン  29,126  0.3  92,675  1.1  63,548  218.1

  焼肉家族焼き道楽  31,205  0.3  2,852  0.0  △28,352  △90.8

 飲食小計  580,734  6.5  572,234  6.8  △8,500  △1.4

 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ  949,460  10.6  749,297  9.0  △200,163  △21

 ＮＥＴ・ＯＮＥ  135,805  1.5  132,758  1.6  △3,047  △2.2

  物販小計  1,085,266  12.1  882,055  10.6  △203,210  △18.7

 オリジナルブランド事業計  1,666,000  18.6  1,454,290  17.4  △211,710  △12.7

 合計  8,947,542  100.0  8,346,884  100.0  △600,657  △6.7
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