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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 67,287 22.4 10,741 76.4 10,926 76.5 4,927 53.2
21年3月期 54,986 10.5 6,088 16.2 6,190 17.9 3,216 18.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 242.45 241.37 18.9 21.0 16.0
21年3月期 147.31 147.17 13.4 12.8 11.1

（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 53,914 27,053 50.1 1,342.06
21年3月期 50,295 25,273 50.1 1,154.42

（参考） 自己資本   22年3月期  27,009百万円 21年3月期  25,205百万円

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 11,828 △4,496 △4,493 8,909
21年3月期 6,352 △2,776 △158 6,072

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 17.00 ― 23.00 40.00 873 27.2 3.6
22年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 1,003 20.6 4.0
23年3月期 

（予想）
― 25.00 ― 25.00 50.00 17.0

3.  23年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

35,406 7.8 5,678 4.4 5,781 4.6 2,967 8.4 147.43

通期 71,583 6.4 11,005 2.5 11,206 2.6 5,909 19.9 293.64

－1－



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期 23,286,230株 21年3月期 23,286,230株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,160,564株 21年3月期  1,452,393株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 67,155 22.4 10,768 76.1 10,955 76.2 4,927 53.6
21年3月期 54,848 10.5 6,114 16.3 6,216 17.9 3,208 20.7

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
円 銭 円 銭

22年3月期 242.43 241.36
21年3月期 146.96 146.82

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 53,907 27,050 50.1 1,341.89
21年3月期 50,289 25,270 50.1 1,154.29

（参考） 自己資本 22年3月期  27,006百万円 21年3月期  25,202百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。業績予想の前提、その他関連する事項については、４ページを参照してください。 

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

35,367 7.9 5,676 4.1 5,779 4.3 2,964 7.7 147.32

通期 71,503 6.5 11,000 2.2 11,201 2.2 5,905 19.8 293.42

－2－



 
 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益はリーマンショック以降の 悪期は脱しつつあるも

のの、新卒者の就職難、冬季賞与減少、派遣社員切りの社会問題化など厳しい環境が続きました。 

 外食業界におきましては、節約志向や健康志向などから内食に回帰する消費者が増加し、顧客確保の

ためのサービスの差別化、低価格化といった競争が激化しております。 

 このような状況の中、当社グループは、一貫して商品の付加価値向上に取組み、前年に引き続き、調

理技術向上を目指した主要メニューのフェア、接客技術や意識向上のための研修、大規模な店舗改装等

を行ってまいりました。これらの施策によって、オープンキッチンによる活気と手作り感、店舗ごとの

オリジナルメニューの提供など当社の強みが発揮され、料理の質や接客サービス、店の清潔感などが向

上し、新たな顧客価値創出を図ることができました。一方価値感の高い商品を提供できるよう努めてき

た結果、新たな客層のリピーター化にも成功して大幅な客数増となり、その結果売上・利益共に過去

高を達成し、収益力においても売上高経常利益率１６．２％となるなど大きく向上いたしました。 

 さらに、今後の更なる成長のためには人材の育成が急務であると考え、今年度の新卒採用者を250名

と大幅に増やしました。今後も人材の確保、育成に注力して店舗のサービス向上を図るとともに、業容

の拡大に向け出店をさらに加速させていく所存であります。 

 また、当社が環境対策の一環として取組んできた食品残渣の肥料化とそれを利用したリサイクル・ル

ープについて、環境大臣より「食品リサイクル推進環境大臣賞」を受賞いたしました。この受賞を励み

といたしまして、今後もリサイクル実施店舗の増加を図りつつ、その他の環境対策も進めていき、環

境・資源への取り組みをさらに前進させてまいります。 

店舗展開の状況につきましては、当連結会計年度の出店計画に基づき、関東、関西地区を中心に直営

２２店、フランチャイズ（以下ＦＣという）１３店の新規出店、直営２店、ＦＣ５店の閉鎖がありまし

た。これにより期末店舗数は、直営３６４店（うちＬＳ〔委託ライセンスシステム〕５店）、ＦＣ１９

１店（うち委託ＦＣ６店）となりました。また、新規出店と並行して、既存店の改装にも注力し新規出

店並みの設備投資を行うなど、一店一店地域に密着した繁盛店作りを進めてまいりました。 

 以上の結果、連結売上高は、前年同期に比べて１２３億１百万円（２２．４％）の増収で６７２億８

７百万円となりました。 

 営業利益は、人件費や減価償却費等の増加がありましたが、それを上回る増収効果により、前年同期

に比べて４６億５３百万円（７６．４％）増加し、１０７億４１百万円となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

＜ 連 結 経 営 成 績 サ マ リ ー ＞

(参考）

 売上高 67,287 百万円 (前年同期比 22.4 ％増加）

 営業利益 10,741 百万円 (前年同期比 76.4 ％増加）

 経常利益 10,926 百万円 (前年同期比 76.5 ％増加）

 当期純利益 4,927 百万円 (前年同期比 53.2 ％増加）

・ 全店客数前年同期比２３．９％増(既存店１９．４％増)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比１８．５％増収…直営店実績
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 経常利益は、増収効果や金融収支の改善等により、前年同期に比べて４７億３５百万円（７６．

５％）増加し、１０９億２６百万円となりました。 

 当期純利益は、減損損失や固定資産除却損等の増加がありましたが、上記効果等により前年同期に比

べて、１７億１１百万円（５３．２％）増加し、４９億２７百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

 今後の経済見通しにつきましては、景気の回復にはまだまだ時間が必要であり、個人の所得や雇用に

対する不安の高まりによる消費者心理の冷え込みを背景に、引き続き厳しい経営環境が続くものと思わ

れます。 

 このような中、当社グループは、「新たなる進化」のスローガンのもと、これまで以上に付加価値の

高い商品・サービス等の提供に努めるとともに、投資効率や販売促進活動の有効性を十分に検討し、既

存店の活性化を図り、通期で直営２４店、ＦＣ７店の出店を行い、新店効果による増収をあわせて売上

高は７１５億８３百万円（前期比６．４％増）、営業利益は１１０億５百万円（前期比２．５％増）、

経常利益は１１２億６百万円（前期比２．６％増）、当期純利益は５９億９百万円（前期比１９．９％

増）を見込んでおります。 

 これらの見通しをはじめ、当社グループの事業の状況等は様々な要因により影響を受け変動する可能

性がありますが、計画の達成に向けて邁進していく所存であります。 
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(資産の部) 

 当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３６億１８百万円（７．２％）

増加し、５３９億１４百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ３１億２４百万円（４２．７％）増加し１０４億５０百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金の増加等であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ４億９３百万円（１．１％）増加し、４３４億６４百万円とな

りました。主な要因は、建物及び構築物の増加等であります。 

 (負債の部) 

 当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１８億３７百万円（７．３％）増

加し、２６８億６０百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ３９億１百万円（３０．２％）増加し、１６８億１１百万円と

なりました。主な要因は、未払法人税等の増加等であります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ２０億６３百万円（１７．０％）減少し、１００億４８百万円

となりました。主な要因は、長期借入金の減少等であります。なお、借入金と社債の残高は１５４億１

百万円となりました。  

 (純資産の部)  

 当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ１７億８０百万円（７．０％）

増加し、２７０億５３百万円となりました。主な要因は、当期純利益が４９億２７百万円となった事

や、配当金の支払い１０億３百万円による減少等であります。以上の結果、自己資本比率は前連結会計

年度末の５０．１％のままとなりました。  

 (キャッシュ・フローの状況) 

 当連結会計年度末の現金及び預金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２８

億３６百万円増加し、８９億９百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は前年同期より５４億７５百万円（８６．２％）増加し、１１８億２８

百万円となりました。増加の主要因は税金等調整前当期純利益の増加です。 

 主な内訳は、税金等調整前当期純利益８７億３６百万円に減価償却費２６億３４百万円等を加えた額

から法人税等の支払額２９億２１百万円等を減じた額であります。 

 (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前年同期より１７億１９百万円（６１．９％）増加し、４４億９６百

万円となりました。増加の主要因は有形固定資産の取得による支出の増加です。 

 主な内訳は、有形固定資産の取得４２億４３百万円等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前年同期より４３億３５百万円増加し、４４億９３百万円となりまし

た。増加の主要因は自己株式の取得による支出の増加です。 

 主な内訳は、借入金等の純減少額９億２０百万円や配当金の支払１０億３百万円、自己株式の取得に

よる支出２８億５９百万円等による支出であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）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  

    ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

  

当社グループは、株主への長期的利益還元を重要な課題のひとつと考え、外食業界の競争激化の中

で、“餃子の王将”を主体とした営業力の強化を図り、将来の事業展開に備え内部留保の拡大を図りつ

つ、業績に応じた配当を行うことを基本とし、中期的な配当性向の水準は３０％を目標としていく方針

であります。内部留保資金につきましては、主に今後の新規出店や改装に係る設備投資等の資金需要に

備える所存であります。 

 以上の配当方針に基づき、期末配当金は１株当たり２５円とさせていただく予定であります。これに

より既に実施済みの中間配当金２５円と合わせて、年間配当金を５０円とさせていただく予定でありま

す。 

 また、次期の配当につきましては、予想利益の達成を勘案して、年間１株あたり５０円（第２四半期

２５円、期末２５円）とさせていただく予定であります。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 46.8 45.6 49.0 50.1 50.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

98.8 78.6 64.9 64.8 90.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.9 2.3 3.0 2.6 1.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

16.4 27.3 22.0 33.4 110.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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食材につきましては、狂牛病や鳥インフルエンザ及び残留農薬等に代表されるように、その安全性が

疑われる問題が生じた場合、需給関係に変動が生じることも予想され、以前にも増して安全で良質な食

材の確保が外食業界の重要課題となってきております。  

 また、食材の産地に災害が発生した場合、材料価格の上昇や食材の安定的な確保に問題が生じること

も予想されます。当社におきましても食材の安全性及び安定的な確保に向けてこれまで以上に取り組ん

でまいります。  

 しかしながら、食材の安全性が疑われる問題が生じた場合や、食材価格が大幅に上昇した場合、ま

た、食材の安定的な確保に支障が生じた場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

  

 当社は年間25～30店舗程度の新規出店を行い、関西地域をはじめ関東、東海地区へ出店を加速させて

おります。 

 出店にあたりましては、１店舗の収益性を 重要視して賃借料等の出店条件及び周辺の環境等を勘案

して決定しております。 

しかしながら、希望する出店予定地が確保できない等の要因により計画通りに新規出店が進まない場

合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

当社は自社工場でのセントラルキッチンシステムを確立しており、食材等の一括仕入れ及び餃子等の

一次加工をしてその日のうちに各店舗に配送する方式をとっております。 

工場ならびに店舗においては、厳格な品質管理及び衛生管理を実施しておりますが、工場及び店舗に

おける食品衛生に関する問題が生じた場合や、社会一般的な衛生問題が発生した場合、当社の業績に影

響を与える可能性があります。 

  

近畿圏や首都圏など店舗が集中している地域において台風による水害や大型の地震が発生した場合、

店舗の損傷や電気・ガス・水道などの供給不足、交通網の麻痺等により食材の仕入及び店舗への供給が

著しく損なわれるなど、店舗の営業が妨げられる可能性があります。 

以上のような自然災害が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

① 食材について

② 出店戦略について

③ 食品の衛生管理について

④ 自然災害について
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当社が保有する固定資産を使用している店舗の営業損益に悪化が見られ、回復が見込まれない場合、

もしくは土地等の時価が著しく下落した場合において、当該固定資産について減損会計を適用し、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

  

団塊世代の大量退職や労働人口の減少などを背景に新卒者採用は一段と厳しくなっている中、新卒の

定期採用には多大な労力と費用負担が発生しており、今後もこの厳しさが続くもの予測しております。

また、当社社員が備えるべき多彩なメニューの調理技術とオリジナルメニューの考案力や接客技術及び

店舗マネジメント力などの多岐にわたる能力を身に付けた人材へと育成するには数年を要するため、人

材不足による新規出店の鈍化・店舗の品質低下などにより、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

 当社グループといたしましては、日本国内の新規・中途採用に力を入れるとともに、子会社を通じて

中華料理の本場である中国より調理スタッフを採用するなど人材の確保・育成に全力を挙げて取り組ん

でまいります。 

  

  

  

  

⑤ 固定資産の減損会計適用について

⑥ 人材確保・育成について
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  （事業の内容） 

当社グループが営んでおります主な事業内容と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであ

ります。 

  中華事業 

当社は、中華料理を主体にした直営レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中

華食材等の販売を行っております。 

 子会社王将餃子（大連）餐飲有限公司は、中華人民共和国において中華レストランの運営を行って

おります。 

  

  その他の事業 

当社は、和食専門店等の運営を行っております。 

  

上記の事項を事業系統図により示すと、次のとおりであります。 

  

 

  （関係会社の状況） 

  連結子会社 

 
  （注１）特定子会社に該当しません。 

  （注２）有価証券届出書又は有価証券報告書の提出は行っておりません。 

  

2. 企業集団の状況

名称 住所
資本金 

(百万円)
主要な事業
の内容

議決権の所
有割合 
(％)

役員の兼任
（人）

資金援助 営業上の取引

王将餃子（大連）餐飲有
限公司

中国遼寧省 210
中華レストランの
運営

100 兼任 ５ ─ ─
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当社グループは、餃子を中核に据えた中華料理店のチェーン展開ならびにフランチャイズ加盟店への

食材等の販売を行っており、「より美味しく、より安く、そしてスピーディーに」をモットーに、お客

様の多様なニーズに応えるため、“餃子の王将”を軸として、バラエティー豊かなメニューの提供によ

り食文化の一翼を担い、環境や安全性に十分配慮しつつ、企業価値の向上に努めることを経営の基本方

針としており、次の５つにこだわり他社との差別化を図っております。 

  

１、中華料理と店舗経営に精通した人材の育成支援 

 自立心のある独立志向者や、幹部を目指す気鋭の若者を多数採用し、一人一人の個性を尊重し、各人

の持てる個性が 大限発揮されるよう積極的に支援するとともに、各種の教育研修を継続的に実施する

ことにより調理スキルや接客スキルを向上させ、当社の経営理念である“より美味しく、より安く、そ

してスピーディーに”を実践することの出来る人材の育成支援に努めております。 

  

２、店長への裁量権委譲による地域に密着した店づくり 

 各地域に合わせたオリジナルメニューやセットメニュー、販促企画の考案など多岐にわたって店舗の

マネジメントを店長に託し、裁量権を委譲することにより各地域のニーズをとりこみ、地元になくては

ならない店づくりを目指しております。 

  

３、多店舗化による地域社会への貢献 

 地元に根付いた中華食堂として、全国各地へ出店を続けることを通じて、地域社会への貢献に努めて

まいります。特に今後、関東・東海地域の出店に力を入れていく方針であります。 

  

４、“より美味しく、より安く、そしてスピーディーに”の追求 

 大量一括仕入れ等による仕入価格の削減や、各店舗の徹底したコスト削減に努める一方、料理の質、

メニューの組み合わせ、店舗設計、売価設定等トータルで売価を上回るヴァリューを追求することを通

じて“より美味しく、より安く、そしてスピーディーに”の実現に努めております。 

  

５、手作り料理へのこだわり 

 全店舗への食材の日配システムにより、常にお客様に新鮮な食材を使用した手作りの料理を提供する

ことに拘る一方、お客様に調理過程をお見せするオープンキッチンシステムにこだわり、作られる商品

への期待感・安心感とお客様を飽きさせない演出にも努めております。 

  

当社グループは、原価率の適正な水準やコスト管理に注力しており、収益の基本指標である売上高経

常利益率を 重要な経営指標として採用しております。当面の目標としては、１０％を経営の目標とし

ており８年連続で目標数値を上回っております。今後も引き続き目標を達成できるよう注力していく方

針であります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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昨今の厳しい外食業界の淘汰の中、当社グループは一貫して“餃子の王将”の業態に特化し、お客様

に支持されて参りました。 

 一方、業態は変えないものの、その中身は時代の変化に対応し進化させて参りました。今後も経営基

盤強化のため、中長期的な経営戦略として“餃子の王将”の店舗展開にはずみをつけ、併行して既存店

の改装等を積極的に行い活性化を図りつつ、業績の拡大と企業体質の強化を図り、企業価値を高めてま

いります。 

  

外食業界におきましては、雇用情勢や所得環境の悪化等将来の不安による生活防衛意識の高まりや、

顧客獲得に向けた外食企業間競争の激化により、取り巻く環境は依然として厳しいものが予想されま

す。 

 このような状況の中、当社グループは、「新たなる進化」のスローガンのもと、「餃子の王将」とい

う単一業態に特化し、研修や店舗改装等を行い商品の価値を高めつつ、地域や環境によって異なるお客

様のニーズに対応したサービスを提供し、お客様にとって“なくてはならない存在”で在り続けられる

よう進化してまいります。  

 また、食の安全、衛生面にも万全を期し、環境問題については食品リサイクル法、地球温暖化防止法

等への法対応に積極的に取り組み、社会的責任を果たすことで企業の価値を更に高めてまいります。 

 さらに、社会の構成員として当然に求められる法令遵守と社会倫理に基づいた行動を役員及び全使用

人が行うことを徹底し、コンプライアンスを適正に実行するために内部統制システムの更なる整備に取

り組む所存であります。 

  

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,135 8,968

売掛金 116 126

商品及び製品 76 81

原材料 143 177

繰延税金資産 374 597

短期貸付金 68 78

その他 422 437

貸倒引当金 △11 △16

流動資産合計 7,325 10,450

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 34,808 36,622

減価償却累計額 △22,345 △23,497

建物及び構築物（純額） 12,463 13,125

機械装置及び運搬具 2,208 2,389

減価償却累計額 △1,558 △1,547

機械装置及び運搬具（純額） 649 841

工具、器具及び備品 3,057 3,211

減価償却累計額 △2,424 △2,518

工具、器具及び備品（純額） 632 692

土地 ※2 21,478 ※2 20,700

建設仮勘定 297 342

有形固定資産合計 35,521 35,702

無形固定資産 91 77

投資その他の資産

投資有価証券 1,234 1,300

長期貸付金 366 340

繰延税金資産 1,471 1,787

差入保証金 4,020 4,033

その他 366 378

貸倒引当金 △102 △156

投資その他の資産合計 7,357 7,684

固定資産合計 42,970 43,464

資産合計 50,295 53,914
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,400 1,557

1年内償還予定の社債 1,005 742

短期借入金 200 100

1年内返済予定の長期借入金 5,372 6,687

未払法人税等 1,590 3,700

賞与引当金 472 598

その他 2,869 3,424

流動負債合計 12,909 16,811

固定負債

社債 982 240

長期借入金 8,761 7,630

再評価に係る繰延税金負債 ※2 1,076 ※2 741

退職給付引当金 346 465

役員退職慰労引当金 423 －

長期預り保証金 523 540

その他 － 429

固定負債合計 12,112 10,048

負債合計 25,022 26,860

純資産の部

株主資本

資本金 8,166 8,166

資本剰余金 9,026 9,041

利益剰余金 14,535 18,950

自己株式 △2,552 △5,114

株主資本合計 29,175 31,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △402 24

土地再評価差額金 ※2 △3,571 ※2 △4,062

為替換算調整勘定 3 3

評価・換算差額等合計 △3,970 △4,034

新株予約権 67 44

純資産合計 25,273 27,053

負債純資産合計 50,295 53,914
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 54,986 67,287

売上原価 17,009 19,227

売上総利益 37,976 48,060

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,003 1,078

広告宣伝費 675 688

販売促進費 2,836 3,601

貸倒引当金繰入額 13 58

役員報酬 258 315

株式報酬費用 9 －

給料手当及び賞与 6,783 7,930

雑給 ※1 7,231 ※1 9,534

賞与引当金繰入額 460 586

役員退職慰労引当金繰入額 128 6

退職給付費用 97 195

福利厚生費 2,298 2,505

租税公課 288 299

減価償却費 2,057 2,337

賃借料 2,996 3,050

水道光熱費 2,997 2,936

修繕費 394 597

その他 1,357 1,591

販売費及び一般管理費合計 31,888 37,318

営業利益 6,088 10,741

営業外収益

受取利息 15 13

受取地代家賃 61 69

投資有価証券売却益 34 －

ＦＣ加盟料 ※2 114 ※2 91

補助金収入 － 68

雑収入 174 136

営業外収益合計 400 379

営業外費用

支払利息 186 105

賃貸費用 － 44

雑損失 111 44

営業外費用合計 297 194

経常利益 6,190 10,926
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※3 0 ※3 －

収用補償金 59 4

特別利益合計 60 4

特別損失

固定資産除却損 ※4 273 ※4 396

固定資産売却損 ※5 0 ※5 4

減損損失 ※6 31 ※6 1,141

投資有価証券評価損 142 651

特別損失合計 448 2,194

税金等調整前当期純利益 5,802 8,736

法人税、住民税及び事業税 2,722 4,973

法人税等調整額 △135 △1,164

法人税等合計 2,586 3,808

当期純利益 3,216 4,927
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 8,166 8,166

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,166 8,166

資本剰余金

前期末残高 9,026 9,026

当期変動額

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 － 14

当期末残高 9,026 9,041

利益剰余金

前期末残高 12,192 14,535

当期変動額

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,216 4,927

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 － 491

当期変動額合計 2,342 4,415

当期末残高 14,535 18,950

自己株式

前期末残高 △2,554 △2,552

当期変動額

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 297

当期変動額合計 1 △2,561

当期末残高 △2,552 △5,114

株主資本合計

前期末残高 26,831 29,175

当期変動額

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,216 4,927

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 312

土地再評価差額金の取崩 － 491

当期変動額合計 2,343 1,868

当期末残高 29,175 31,044
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △375 △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△26 426

当期変動額合計 △26 426

当期末残高 △402 24

土地再評価差額金

前期末残高 △3,571 △3,571

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 － △491

当期変動額合計 － △491

当期末残高 △3,571 △4,062

為替換算調整勘定

前期末残高 15 3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△12 0

当期変動額合計 △12 0

当期末残高 3 3

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3,930 △3,970

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 － △491

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△39 427

当期変動額合計 △39 △64

当期末残高 △3,970 △4,034

新株予約権

前期末残高 57 67

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △23

当期変動額合計 10 △23

当期末残高 67 44
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 22,958 25,273

当期変動額

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,216 4,927

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 312

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 403

当期変動額合計 2,314 1,780

当期末残高 25,273 27,053
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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

税金等調整前当期純利益 5,802 8,736

減価償却費 2,300 2,634

減損損失 31 1,141

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 123 6

受取利息及び受取配当金 △53 △51

投資有価証券売却損益（△は益） △34 －

支払利息 186 105

投資有価証券評価損益（△は益） 142 651

収用補償金 △59 △4

固定資産売却損益（△は益） △0 4

固定資産除却損 273 396

たな卸資産の増減額（△は増加） 38 △38

仕入債務の増減額（△は減少） 123 157

未払消費税等の増減額（△は減少） 127 239

その他 309 648

小計 9,348 14,805

利息及び配当金の受取額 53 51

利息の支払額 △190 △107

法人税等の支払額 △2,859 △2,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,352 11,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △3 3

有形固定資産の取得による支出 △2,808 △4,243

有形固定資産の売却による収入 0 24

収用補償金の受取による収入 59 －

投資有価証券の取得による支出 △49 －

投資有価証券の売却による収入 272 －

貸付けによる支出 △104 △144

貸付金の回収による収入 111 142

差入保証金の差入による支出 △183 △208

その他 △70 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,776 △4,496
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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

短期借入金の純増減額（△は減少） △80 △100

長期借入れによる収入 8,346 6,778

長期借入金の返済による支出 △6,197 △6,593

社債の償還による支出 △1,355 △1,005

自己株式の取得による支出 △0 △2,859

自己株式の処分による収入 1 289

配当金の支払額 △873 △1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー △158 △4,493

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,414 2,836

現金及び現金同等物の期首残高 2,657 6,072

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 6,072 ※1 8,909
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社は１社であり連結しておりま

す。 

 連結子会社 王将餃子(大連) 

       餐飲有限公司

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 王将餃子(大連)餐飲有限公司の決算

日は12月31日であります。連結財務諸

表を作成するに当たっては同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

    …期末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)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

    …移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

 ② デリバティブ 

    …時価法

───

 ③ たな卸資産 総平均法による原 

                 価法（収益性の低 

         下による簿価切り 

         下げの方法）

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 ② たな卸資産 総平均法による原 

                 価法（収益性の低 

         下による簿価切り 

         下げの方法）
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   主として定率法

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 10年～31年

機械装置及び運搬具 ６年～10年

 （追加情報）

   当連結会計年度より、機械及び

装置の耐用年数については法人税

法の改正を契機として、その使用

状況に基づき年数の見直しを行

い、一部の資産について耐用年数

を変更しております。 

 この変更が損益に与える影響は

軽微であります。

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   主として定率法

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

10年～31年

６年～10年

 ② 無形固定資産

   定額法

   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)に基づく定額法。

 ② 無形固定資産

同左 

  

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については、貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員及びパートタイマーに支

給する賞与に充てるため、当連結

会計年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。

 ② 賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

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。

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)に

よる按分額を翌連結会計年度より

損益処理することとしておりま

す。

 ③ 退職給付引当金

同左

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴う退職給付債

務及び損益に与える影響はありませ

ん。

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

───

       

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

  在外子会社の資産・負債は決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に

含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップについては、特

例処理を採用しております。

───

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段……

   金利スワップ取引

   ヘッジ対象……

   長期借入金の金利に関してキャ

ッシュ・フローが固定されその

変動が回避されるもの。

 ③ ヘッジ方針

   デリバティブ取引は資金調達コ

ストの低減及び将来発生する可能

性のある市場変動リスク回避の目

的でキャッシュ・フローの一部を

ヘッジ(固定化)するために金利ス

ワップ取引を行っております。

   デリバティブ取引の実行及び管

理は稟議決裁を経て、金利変動リ

スクをヘッジしております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変動額

の累計額とヘッジ対象のキャッシ

ュ・フローの変動額の累計額を比

較して両者の変動額の累計を基礎

に有効性の判定をしております。

(6) 消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。

(5) 消費税等の会計処理方法

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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 会計方針の変更 
  

 
  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、当連結会計年度より、

「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（企業審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

―――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等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、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「原材料」に区分掲記しております。なお、前連

結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製

品」「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ71百万円、177

百万円、８百万円であります。

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益「雑収入」に含め

て表示しておりました「補助金収入」（前連結会計年度

０百万円）は、営業外収益の10/100を超えることとなっ

たため、当連結会計年度においては区分掲記することと

いたしました。
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【追加情報】

前連結会計年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

――――――――― （役員退職慰労引当金）

当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりました

が、平成21年６月26日の定時株主総会において、役員退

職慰労金制度を廃止し、同総会終結時までの在任期間に

対応する退職慰労金を打ち切り支給することが承認され

ました。これにより、当該総会までの期間に対応する役

員退職慰労引当金相当額429百万円を固定負債の「その

他」に振替えております。

――――――――― （賃貸資産に係る減価償却費等の計上方法の変更）

前連結会計年度まで賃貸資産に係る減価償却費及び固

定資産税等は、販売費及び一般管理費に計上しておりま

したが、金額的重要性が増したこと、また、費用と収益

の対応関係を明確にするため、当連結会計年度より営業

外費用の「賃貸費用」として計上する方法に変更してお

ります。 

 この結果、従来と同一の方法によった場合と比較し

て、販売費及び一般管理費が44百万円減少し、営業利益

は同額増加しましたが、営業外費用が同額増加している

ため、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 １ 保証債務等

   フランチャイズ加盟店（１店）の金融機関からの

借入に対し、15百万円の保証予約を行っておりま

す。

 １          ―――

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上し

ております。

   再評価の方法

    「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために、国税庁長官が定め

て公表した方法により算出した価額に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

しております。

   再評価を行った年月日 平成14年３月31日

   再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

△6,185百万円

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上

し、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上し

ております。

   再評価の方法

    「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために、国税庁長官が定め

て公表した方法により算出した価額に基づい

て、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出

しております。

   再評価を行った年月日 平成14年３月31日

   再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額

△5,343百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 直営店舗等のパートタイマーに対する給与であり

ます。

※１          同左

※２ フランチャイズ基本契約及び営業委託契約に基づ

く加盟料、加盟更新料及び営業手数料でありま

す。

※２          同左

※３ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具売却益 ０百万円

※３         ―――

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 165百万円

建物等撤去費用 76

その他 32

合計 273

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 291百万円

建物等撤去費用 84

その他 21

合計 396

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具売却損 ０百万円

※５ 固定資産売却損の内訳

土地売却損 4百万円

 

※６ 減損損失

   当社グループは以下の減損損失を計上しておりま

す。

地域 用途 種類
減損損失
(百万円)

関西地区 店舗３店舗 建物等 31

   資産のグルーピングは、主として店舗単位として

おります。このうち、営業損益が悪化している店

舗について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、

減損損失31百万円（建物29百万円、その他２百万

円）を計上しました。なお、店舗用資産等の回収

可能価額は主に使用価値により測定しており、割

引率は５％を用いております。

 

※６ 減損損失

   当社グループは以下の減損損失を計上しておりま

す。

地域 用途 種類
減損損失
(百万円)

関西地区 店舗１店舗 土地 527

中国遼寧省 店舗６店舗他 その他 33

その他 賃貸不動産等
土地及び 
建物

580

合計 1,141

   資産のグルーピングは、主として店舗単位とし, 

また賃貸不動産等については物件単位としており

ます。このうち、土地の価格または収益性が悪化

している店舗等及び賃貸不動産等について、帳簿

価額を回収可能額まで減額し、減損損失1,141百

万円（土地1,086百万円、建物21百万円、その他

33百万円）を計上しました。なお、店舗用資産等

の回収可能価額は主に使用価値により測定してお

り、割引率は５％を用いております。また、賃貸

不動産等の回収可能価格は正味売却価格により測

定し、正味売却価格は主として不動産鑑定士によ

る評価額に基づき算定しています。
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取                     295株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの権利行使による自己株式の処分    1,000株 

 単元未満株式の買増請求による売渡              13株 

  

 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,286,230 ― ― 23,286,230

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,453,111 295 1,013 1,452,393

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 67

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 502 23 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 371 17 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 502 23 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議に基づく取得              1,892,000株 

 単元未満株式の買取                    271株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの権利行使による自己株式の処分  184,100株 

  

 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 23,286,230 － － 23,286,230

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,452,393 1,892,271 184,100 3,160,564

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 44

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 502 23 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 501 25 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 503 25 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,135百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △62百万円

現金及び現金同等物 6,072百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,968百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △59百万円

現金及び現金同等物 8,909百万円
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事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、当連結会計年度は、全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「中華事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、当連結会計年度は、全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「中華事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

 前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計及び資産の合計がそれ

ぞれ全セグメントの売上高及び資産の合計の10％未満のため、記載を省略しております。 

 当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計及び資産の合計がそれ

ぞれ全セグメントの売上高及び資産の合計の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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     (注) 1.店舗数は期末時点の店舗数です。 

     2.当社は飲食業であり、受注高及び受注残高について記載すべき事項はありません。 

     3.中華直営店には、子会社が運営する６店舗が含まれています。 

  

リース取引，関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券，デリバティブ取引，退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産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します。 

  

  

  

  

（部門別売上高の明細）

(単位：百万円)

当連結会計年度

( 自 平成21年４月１日

   至 平成22年３月31日 )

店舗数 金 額 前年同期比

      店        ％

中華専門店   
 直営店 362 61,250 22.6

  フランチャイズ加盟店 191 5,870 20.7

小  計 553 67,120 22.4

その他 2 166 △2.5

(主として直営和食店)            
合  計 555 67,287 22.4

（開示の省略）
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(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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(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 1,154円42銭 １株当たり純資産額 1,342円06銭

１株当たり当期純利益 147円31銭 １株当たり当期純利益 242円45銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

147円17銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

241円37銭

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(百万円)

25,273 27,053

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,205 27,009

差額の主な内訳(百万円) 
 新株予約権

67 44

普通株式の発行済株式数(千株) 23,286 23,286

普通株式の自己株式数(千株) 1,452 3,160

１株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

21,833 20,125

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(百万円) 3,216 4,927

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,216 4,927

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,833 20,325

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)
新株予約権 20 90

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

第２回新株予約権（新株
予約権2,682個、潜在株
式の数、268,200株）

―
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    該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

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 6,121 8,931

売掛金 116 126

商品及び製品 75 81

原材料 141 175

前払費用 275 276

繰延税金資産 374 597

その他 209 233

貸倒引当金 △11 △16

流動資産合計 7,303 10,405

固定資産

有形固定資産

建物 30,512 32,214

減価償却累計額 △19,296 △20,303

建物（純額） 11,216 11,911

構築物 4,295 4,407

減価償却累計額 △3,048 △3,193

構築物（純額） 1,247 1,213

機械及び装置 2,084 2,238

減価償却累計額 △1,450 △1,430

機械及び装置（純額） 634 807

車両運搬具 122 150

減価償却累計額 △108 △116

車両運搬具（純額） 14 33

工具、器具及び備品 3,047 3,205

減価償却累計額 △2,420 △2,512

工具、器具及び備品（純額） 626 692

土地 21,478 20,700

建設仮勘定 296 342

有形固定資産合計 35,513 35,702

無形固定資産

ソフトウエア 12 58

ソフトウエア仮勘定 55 －

施設利用権 23 19

無形固定資産合計 91 77

投資その他の資産

投資有価証券 1,234 1,300

関係会社出資金 180 39

長期貸付金 366 340

㈱王将フードサービス（9936）平成22年3月期 決算短信

－38－



(単位：百万円)

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)

長期前払費用 92 96

繰延税金資産 1,471 1,787

差入保証金 4,020 4,032

その他 225 282

貸倒引当金 △102 △156

投資損失引当金 △108 －

投資その他の資産合計 7,380 7,722

固定資産合計 42,986 43,502

資産合計 50,289 53,907

負債の部

流動負債

買掛金 1,397 1,554

1年内償還予定の社債 1,005 742

短期借入金 200 100

1年内返済予定の長期借入金 5,372 6,687

未払金 1,211 1,547

未払費用 1,046 1,284

未払法人税等 1,590 3,700

前受金 32 41

預り金 111 133

前受収益 4 4

賞与引当金 472 598

設備関係未払金 462 412

その他 0 0

流動負債合計 12,906 16,808

固定負債

社債 982 240

長期借入金 8,761 7,630

再評価に係る繰延税金負債 1,076 741

退職給付引当金 346 465

役員退職慰労引当金 423 －

長期預り保証金 523 540

その他 － 429

固定負債合計 12,112 10,048

負債合計 25,019 26,857
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(単位：百万円)

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 8,166 8,166

資本剰余金

資本準備金 9,026 9,026

その他資本剰余金 － 14

資本剰余金合計 9,026 9,041

利益剰余金

利益準備金 940 940

その他利益剰余金

保険差益積立金 26 24

固定資産圧縮積立金 250 244

別途積立金 9,800 11,800

繰越利益剰余金 3,518 5,941

利益剰余金合計 14,535 18,950

自己株式 △2,552 △5,114

株主資本合計 29,176 31,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △402 24

土地再評価差額金 △3,571 △4,062

評価・換算差額等合計 △3,973 △4,037

新株予約権 67 44

純資産合計 25,270 27,050

負債純資産合計 50,289 53,907
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

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 54,848 67,155

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 70 75

当期商品仕入高 1,967 2,139

当期製品製造原価 14,976 17,030

合計 17,014 19,245

商品及び製品期末たな卸高 75 81

売上原価合計 16,938 19,164

売上総利益 37,910 47,990

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,003 1,077

広告宣伝費 674 687

販売促進費 2,835 3,601

貸倒引当金繰入額 13 58

役員報酬 258 315

株式報酬費用 9 －

給料手当及び賞与 6,762 7,909

雑給 7,231 9,534

賞与引当金繰入額 460 586

役員退職慰労引当金繰入額 128 6

退職給付費用 97 195

福利厚生費 2,295 2,503

租税公課 288 299

減価償却費 2,055 2,335

賃借料 2,958 3,013

水道光熱費 2,978 2,917

修繕費 394 596

その他 1,350 1,580

販売費及び一般管理費合計 31,795 37,222

営業利益 6,114 10,768

営業外収益

受取利息 15 13

受取配当金 38 37

受取地代家賃 61 69

投資有価証券売却益 34 －

ＦＣ加盟料 114 91

補助金収入 － 68

雑収入 134 97

営業外収益合計 399 378
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(単位：百万円)

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 162 95

社債利息 23 9

賃貸費用 － 44

雑損失 111 40

営業外費用合計 297 190

経常利益 6,216 10,955

特別利益

固定資産売却益 0 －

収用補償金 59 4

特別利益合計 60 4

特別損失

固定資産除却損 273 396

固定資産売却損 0 4

減損損失 31 1,107

投資損失引当金繰入額 33 －

投資有価証券評価損 142 651

関係会社出資金評価損 － 63

特別損失合計 481 2,223

税引前当期純利益 5,795 8,736

法人税、住民税及び事業税 2,722 4,973

法人税等調整額 △135 △1,164

法人税等合計 2,586 3,808

当期純利益 3,208 4,927
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

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 8,166 8,166

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,166 8,166

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 9,026 9,026

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,026 9,026

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 － 14

当期末残高 － 14

資本剰余金合計

前期末残高 9,026 9,026

当期変動額

自己株式の処分 － 14

当期変動額合計 － 14

当期末残高 9,026 9,041

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 940 940

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 940 940

その他利益剰余金

保険差益積立金

前期末残高 28 26

当期変動額

保険差益積立金の取崩 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 26 24

固定資産圧縮積立金

前期末残高 255 250
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(単位：百万円)

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)

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △5

当期変動額合計 △5 △5

当期末残高 250 244

別途積立金

前期末残高 8,300 9,800

当期変動額

別途積立金の積立 1,500 2,000

当期変動額合計 1,500 2,000

当期末残高 9,800 11,800

繰越利益剰余金

前期末残高 2,676 3,518

当期変動額

保険差益積立金の取崩 1 1

固定資産圧縮積立金の取崩 5 5

別途積立金の積立 △1,500 △2,000

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,208 4,927

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 － 491

当期変動額合計 842 2,422

当期末残高 3,518 5,941

利益剰余金合計

前期末残高 12,200 14,535

当期変動額

保険差益積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,208 4,927

自己株式の処分 △0 －

土地再評価差額金の取崩 － 491

当期変動額合計 2,334 4,415

当期末残高 14,535 18,950

自己株式

前期末残高 △2,554 △2,552

当期変動額

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 297

当期変動額合計 1 △2,561
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(単位：百万円)

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)

当期末残高 △2,552 △5,114

株主資本合計

前期末残高 26,839 29,176

当期変動額

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,208 4,927

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 312

土地再評価差額金の取崩 － 491

当期変動額合計 2,336 1,868

当期末残高 29,176 31,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △375 △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△26 426

当期変動額合計 △26 426

当期末残高 △402 24

土地再評価差額金

前期末残高 △3,571 △3,571

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 － △491

当期変動額合計 － △491

当期末残高 △3,571 △4,062

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3,946 △3,973

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 － △491

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△26 426

当期変動額合計 △26 △64

当期末残高 △3,973 △4,037

新株予約権

前期末残高 57 67

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △23

当期変動額合計 10 △23

当期末残高 67 44
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(単位：百万円)

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 22,951 25,270

当期変動額

剰余金の配当 △873 △1,003

当期純利益 3,208 4,927

自己株式の取得 △0 △2,859

自己株式の処分 1 312

土地再評価差額金の取崩 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 403

当期変動額合計 2,319 1,779

当期末残高 25,270 27,050
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

１．新任取締役候補 

該当事項はありません。 

２．退任予定取締役 

該当事項はありません。 

３．新任監査役候補 

監査役 中村 豊（現 補欠監査役） 

４．退任予定監査役 

常勤監査役  詫間 由也 

  

（注）新任監査役候補者 中村 豊氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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