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1.  22年6月期の業績（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年6月期 4,902 0.7 70 △11.6 55 54.5 19 △35.1
21年6月期 4,867 4.8 79 40.4 35 162.0 30 ―

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6月期 11.95 11.94 1.6 1.4 1.4
21年6月期 25.72 ― 2.9 0.9 1.6

（参考） 持分法投資損益 22年6月期  ―百万円 21年6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6月期 3,979 1,219 30.6 731.38
21年6月期 4,005 1,215 30.3 730.15

（参考） 自己資本   22年6月期  1,218百万円 21年6月期  1,214百万円

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6月期 323 △226 △148 281
21年6月期 297 △397 233 332

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6月期 ― ― ― 10.00 10.00 16 38.9 1.3
22年6月期 ― ― ― 10.00 10.00 16 83.7 1.4
23年6月期 

（予想）
― ― ― 10.00 10.00 48.2

3.  23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,743 11.0 90 18.5 75 3.3 △15 ― ―

通期 5,497 12.1 178 154.8 147 165.8 34 73.7 20.74



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6月期 1,665,900株 21年6月期 1,664,800株
② 期末自己株式数 22年6月期  295株 21年6月期  223株



（１）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

 当事業年度の経済概況は、各国政府の景気刺激策や新興国の需要拡大を背景に、金融危機後の世界同時不況から

ゆるやかな持ち直しを見せました。外食産業におきましては、依然と続く雇用・所得環境の厳しさから顧客の選択

消費が強まった結果、収益低下を余儀なくされる企業も増加する一方、勢力を増す新業態も勃興するなど、企業間

競争は一段と激化しました。 

  

 このような環境下で当社は、３月に資本業務提携先の株式会社グルメ杵屋から中華レストラン事業「阿詩瑪石

（アーシーマーシー）」６店舗を譲り受け、内３店舗を当社の龍虎餐房(ロンフーダイニング)に業態転換しまし

た。当期はこの他の新規出店はなく、既存店改装は業態転換を含め15店舗で実施しました。 

 これにより当事業年度末の店舗数は71店舗（前事業年度末比６店舗の増加）となり、業態別の店舗数では、「一

刻魁堂」46店舗（同増減なし）、「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」11店舗（同増減なし）、「龍虎餐房」10

店舗（同３店舗の増加）、「中華屋あんず」１店舗（同増減なし）、および「阿詩瑪石」３店舗（同３店舗の増

加）となりました。 

 また３月に本社近隣(名古屋市緑区)へ新たに有松工場を開設、これまで外注しておりましたラーメンの麺を、自

社内製品とし、従来からの名古屋センターでの食材内製化と合わせ、更なる原価低減体制を整えました。 

  

 営業面では、各店舗への正社員配置数を増加させ組織強化、店舗運営力強化に努めると共に、各業態で新メニュ

ーの投入や既存商品の品質と売価の見直しを進めつつ、積極的な広告宣伝も展開しました。その結果、主力「一刻

魁堂」業態を中心として尻上がりに売上が伸びましたが、「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」業態と「中華屋

あんず」業態は苦戦し、全業態合計の既存店売上高は、前事業年度比7.0％減少しました。  

費用面では、３月以降に集中した業態転換４店舗(内１店舗は平成22年７月１日開業)の開業諸費用や、新工場立

ち上げの費用等が第４四半期の収益を圧迫しましたが、売上原価率につきましては、店舗売価の切り下げと新工場

開設費用等も吸収し、通期で前期比0.3ポイント低減しました。 

  

 以上によりまして、当事業年度の売上高は4,902百万円（前事業年度比0.7％増）と７期連続増収となりました。

利益面では、営業利益70百万円（同11.6％減）、経常利益55百万円（同54.5％増）、および当期純利益19百万円

（同35.1％減）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

 今後のわが国経済動向は、景気回復が製造業から非製造業へと拡がりを見せる一方で、各国政府の景気刺激策の

一段落や円高の影響等による景気失速懸念もあり、雇用が本格的に回復する見込みは低く、消費者の生活防衛と選

択消費は継続するものと思われます。 

 こうした状況下で当社は、既存店強化に重点を置き、顧客目線で人材・商品・店舗設備の全てにおいて強化を図

り、各業態の競争力を高めてまいります。一方で不振の「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」業態と「中華屋あ

んず」業態につきましては抜本的な見直しを図ってまいります。また新規出店は期中３店舗程度とし、財務体質の

改善も優先課題として取り組んでまいります。 

 以上によりまして、次期は、売上高5,497百万円（当事業年度比12.1％増）、営業利益178百万円（同154.8％

増）、経常利益147百万円（同165.8％増）、当期純利益34百万円（同73.7％増）と、増収増益を見込んでおりま

す。 

１．経営成績



（２） 財政状況に関する分析 

   ①財政状況 

   ＜流動資産＞ 

流動資産は504,080千円となり、前事業年度末に比べ17,040千円減少しました。主な要因は、現金及び預金が

51,662千円減少する一方、未収入金19,283千円および預入金10,221千円が増加したためであります。 

  ＜固定資産＞ 

   固定資産は3,475,453千円となり、前事業年度末に比べ8,513千円減少しました。主な要因は、有形固定資産が、

減価償却および15店舗の改装に伴う除却等により50,584千円減少する一方、投資その他の資産が６店舗の譲受等に

伴う差入保証金等により42,805千円増加したためであります。 

  ＜流動負債＞ 

   流動負債は1,381,867千円となり、前事業年度末に比べ76,805千円増加しました。主な要因は、短期借入金が

114,600千円増加する一方、１年内償還予定の社債40,000千円が減少したためであります。 

  ＜固定負債＞ 

   固定負債は1,378,652千円となり、前事業年度末に比べ105,980千円減少しました。主な要因は、長期借入金が

146,982千円減少する一方、リース債務が49,364千円増加したためであります。 

  ＜純資産＞ 

   純資産は1,219,014千円となり、前事業年度末に比べ3,622千円増加しました。主な要因は、繰越利益剰余金が

3,243千円増加したためであります。 

  

  ②キャッシュ・フロー分析 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて51,662千円減少

し、281,246千円となりました。 

なお、当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度末において、営業活動により得られた資金は323,298千円となりました。これは主に、税引前当期純

利益48,153千円および減価償却費275,187千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度末において、投資活動により使用した資金は226,550千円となりました。これは主に、６店舗の事業

譲受による支出107,158千円および15店舗の改装（業転改装を含む）に伴う有形固定資産の取得による支出104,972

千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度末において、財務活動により支出した資金は148,411千円となりました。これは主に、長期借入れに

よる収入585,000千円および短期借入による収入114,600千円があった一方、長期借入金の返済による支出767,315

千円および社債の償還による支出100,000千円があったことによるものです。  

  

（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、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つと認識しており、今後の事業展開及び財務体質の強化の 

  ために必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付けされた安定配当の維持継続を基本方針としております。 

   当事業年度につきましては、平成22年５月14日付の「平成22年６月期 第３四半期決算短信（非連結）」に記載の 

   とおり当期の期末配当金は、１株あたり10円を予定しております。 

   また、次期の配当金につきましても、利益配分の基本方針に基づき、引き続き１株当たり10円の年間配当を予定し 

   ております。 

  



（４） 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる主な事項を

記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断あるいは当社の事

業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載をしてお

ります。 

また、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存

でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項および本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で

行われる必要があると考えております。また、下記の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するも

のではありませんので、その点も併せてご留意願います。 

 なお、将来に関する事項につきましては、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、様々な要因によ

って実際の結果と異なる可能性があります。 

  

 ①当社の事業展開について 

    １）経営成績の変動について 

当社は当事業年度末現在、極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」、中華定食「中華食堂」（「旨飯中華食房」を含

む）、四川省剣門麻婆豆腐と楊州炒飯「龍虎餐房long-hu dining(ロンフーダイニング)」、中華屋「あんず」、

中華レストラン「阿詩瑪石（アーシーマーシー）」の５業態を運営しております。 

一刻魁堂、龍虎餐房の２業態は収益力を有し、多店舗化が可能な業態として確立しており、ほぼ計画通りの推

移を示しております。適正な出店立地があれば新規出店を計画します。中華食堂業態はメニュー・売価の見直し

を進め売上・収益の回復に努めましたが、予定した成果は得られておりません。業態を見直し業態転換を含めて

抜本的な改善を講じてまいります。また、中華屋「あんず」も同様に抜本的な改善検討を進めております。中華

レストラン「阿詩瑪石」は、平成22年３月に提携先の株式会社グルメ杵屋より６店舗を譲り受け、当事業年度末

現在では３店舗を龍虎餐房に業態転換いたしました。残り３店舗も順次、龍虎餐房等に業態転換を進める計画で

あります。 

しかしながら、当社のこの戦略が事業環境の変化により思いどおりの成果をあげることができなかった場合

や、より付加価値の高い品質・サービス・価格を提供する競合店舗が出現した場合には、当社の経営成績に重大

な影響を与える可能性があります。 

   

    ２）中華料理と中国食材・加工食品との関連について 

近年、中国産のギョーザ事件をはじめ食材・加工食品などの残留農薬、抗菌剤など禁止物質の混入、更には衛

生管理など「安心・安全」に関する諸問題が多発し、世界的規模で中国製品の信頼性が問われました。その後に

おきましても中国産食材の信頼性が大幅に改善した状況にはなく、日本の消費者からは敬遠される傾向にありま

す。 

当社は、ラーメン、ギョーザ、チャーハンを主力商品とする中華料理の分野で「一刻魁堂」、「中華食堂」、

「龍虎餐房」、「あんず」および「阿詩瑪石」の５業態を展開しておりますが、今後新たな中国食材の問題発生

により「中華料理＝中国産の信頼性に欠ける食材」と短絡的に結びつけられた場合には、当社の経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

    ３）営業不振による退店及び減損会計の適用について 

当社は経営の健全性を保つためスクラップアンドビルドを重要な経営戦略の一つと考えており、新規出店を進

める一方で、収益性の低い店舗の撤退を進めております。 

新規出店物件の選定に当たっては、商圏人口・交通量・競合店状況等の立地条件や賃借料・敷金（保証金）等

の経済条件を基に、売上および利益等の業績予想を勘案し出店を決定しておりますが、出店した店舗が当初の計

画通りの収益を計上できず、販売促進等による売上の拡大、また、経費の削減に努めても業績の回復が図れない

場合には、業態転換、店舗転貸または退店等撤退（スクラップ）する方針としております。 

 このような場合には、店舗撤退に伴う損失が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、同様の問題

で減損会計の適用により減損損失を計上した場合も、当社の経営成績及び財務状況に影響を与える可能性があり

ます。  

  



    ４）食材の安全性、衛生管理および安定供給について 

近年、食品の不正表示・偽装表示等、消費者の信頼を損なう不祥事が相次ぎ、食の安全・品質に対する関心が

一段と高まり、以前にも増して安全な食材の確保が重要になってきました。 

当社は、仕入先から各食材の製品規格書の提出を求め、原産地・アレルギー物質・添加物などの確認を行うと

共に、常に安全な食事を提供するために衛生管理マニュアル等に基づく教育・管理の徹底、衛生監査の実施およ

び食品安全委員会の設置により、お客様の信頼に応えるべく努力をしております。 

しかしながら、食材の安全性に関わる不安・風評などにより、消費者に不安感を持たれた場合等には、当社の

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、食材の安全かつ安定的な確保に慎重に取り組む方針でありますが、口蹄疫・ＢＳＥ・鳥インフルエンザ

および新型インフルエンザ等の疫病や天候不順、自然災害など需給関係の変動を伴う事態を生じた場合は、価格

高騰により仕入価格が増加する可能性があります。 

  

    ５）特定取引先への依存について 

当社は、平成15年８月より主要食材の仕入れに関して、発注業務合理化および食材の安定供給を目的として、

尾家産業株式会社に仕入先を集約したことにより、同社からの仕入高割合が平成20年６月期79.6％、平成21年６

月期75.2%、当事業年度77.1％と非常に高くなっております。 

従いまして、同社からの仕入れが何らかの要因により継続できない場合は、当社の経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

    ６）ショッピングセンターへの出店について 

近年、ショッピングセンター等の大規模な商業施設が全国的に多数展開され、多くの集客をする一方で、商業

施設同士の競合が激しさを増しショッピングセンターを取り巻く環境は年々厳しくなってきております。 

当社は、今後におきましてもショッピングセンター等に出店する計画でありますが、出店先のショッピングセ

ンター等が他の商業施設との競合により集客力が低下した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

   

    ７）敷金・保証金について 

   当社は、賃貸借契約による出店を方針としており、当事業年度末の営業店舗71店舗中、23店につき土地を賃借

りし、48店（内、29店はテナント）は土地建物を賃借しております。当事業年度末現在の差入保証金および建設

協力金の合計は509,692千円となっており、資産合計に占める割合は、12.8％となっております。当該差入保証金

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、賃貸先の状況によっては、当該店舗に係る差

入保証金返還や建設協力金回収、店舗営業継続に支障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満了前に契約解除を行った場合には、当該契約に基づく差

入保証金の一部または全部が返還されないこと等により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

    

８）危機管理体制について 

当社は以下の事項に対し、危機管理体制の確立により経営の安定を図る必要があると考えております。 

・火災、地震等自然災害 

・食中毒防止（衛生管理） 

・コンプライアンス全般 

・情報漏洩 

・コンピュータシステムダウン 

以上の危機問題に対して、食品安全委員会等委員会の設置やプロジェクトチームを編成する等、発生防止の訓

練や具体的対策を含む危機管理体制の構築を進めております。 

しかしながら、当社の現時点における対策は必ずしも万全なものではなく、今後更に検討を加え各対策の充実

に向けて努力を継続する所存でありますが、当社の対策にもかかわらず実際に発生した場合は、当社の経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  



    ９）新型インフルエンザの大流行（パンデミック）について 

当社は、新型インフルエンザ発生における関係省庁からの対策に対し、取締役社長を本部長とする「新型インフ

ルエンザ対策本部」を設置し対応しました。今後においても同様の対策を講じてまいります。 

しかしながら、大流行により感染者が拡大し、当社従業員の欠勤者増加、食材の供給停止およびエネルギー等の

確保が困難になった場合は、店舗営業の縮小または休業の可能性があります。 

このような人的および営業活動等に大きな被害が発生した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

 10）当社名古屋センター、有松工場の運営について 

当社の店舗が仕入する食材の内、名古屋センターの内製加工食材の比率が内製化伸展により上昇し、当期におい

ては店舗仕入額の37.4%を占めております。当社は今後におきましても売上原価の低減を図るため、名古屋センタ

ーでの内製化を積極的に拡大する計画であります。 

また、麺の品質向上と売上原価の低減を図ることを目的として、当事業年度よりラーメンの麺の内製化を進め、

新たに有松工場を新設し、当社内で使用する全量の内製化を実現しました。これにより原価低減だけでなく、当社

の方針に沿う麺の開発要請にスピードのある対応が可能となりました。 

しかしながら、名古屋センターおよび有松工場において、加工設備の停止など何らかの事故が発生し、店舗への

供給遅れあるいは供給停止が生じた場合に、特定商品の販売中止や、回復に時間を要して店舗休業などに至ったと

きは、経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

    11）中華定食「中華食堂」の商標について 

当社が展開する中華定食「中華食堂」業態（「旨飯中華食房」を除く）は、出店地区の町名等を冠して「中華定

食○○食堂」の屋号により９店舗（当事業年度末現在）を営業しておりますが、「中華定食」および「中華食堂」

は普通名詞につき商標権は取得しておりません。 

競合他社の店舗において、「中華食堂」あるいは「○○食堂」と、「中華」並びに「食堂」を商標とする類似商

標店舗が増加しております。当社中華食堂の類似商標店舗が今後更に増加し、一般顧客が判別できず当社「中華食

堂」と混同され、当社の業績に影響を及ぼすことが考えられます。 

また、これらの競合他社の類似商標店舗で食中毒等の重大な問題が発生した場合等には、当社「中華食堂」が連

鎖的に風評被害を受けることが予想され、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

   12）店舗開発について 

当社は多店舗化を推進するにあたり直営店による店舗展開を基本としております。当事業年度は６店を株式会社

グルメ杵屋より譲り受け、当事業年度末現在の店舗数は71店舗となっております。今後も、愛知県・岐阜県・三重

県・静岡県の東海４県から、関東地区、関西地区、中国地区、九州地区に営業エリアを拡大し、ショッピングセン

ター等のテナント店を中心に出店を計画しております。また新規出店物件は、商圏人口・競合店状況・交通量など

の立地条件や賃借料等の経済条件を勘案の上、充分に採算性があると判断できる物件を選定しております。 

しかしながら、当社の出店条件に見合う物件が見つからない場合や、不動産市況および局地的な景気・消費動向

に大きな変動が見られた場合は、出店戦略を変更する可能性があり、出店時期の遅れや出店計画の見直しが生じた

場合には、当初の出店計画を達成できず、事業計画及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  13）消費税増税について 

  先の参議院選挙にて消費税増税が話題になりましたが、将来、消費税率が引き上げられ、食料品などの生活必需

品に軽減税率が適用された場合、または生活必需品の中で食料品が非課税扱いとなった場合、外食が敬遠され当社

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 



  ②法的規制等について 

    １）食品衛生法について 

当社の主な法的規制として、工場および店舗での営業全般に関して、食品衛生法の規制を受けております。当社

では、食品衛生法に基づき、所轄保健所から営業許可を取得し、名古屋センター・有松工場および直営店舗に食品

衛生責任者を配置しております。また、衛生管理マニュアル、スタッフハンドブック等で全社員（パート・アルバ

イトを含む）に対し、衛生管理について周知徹底させておりますが、当社営業活動において、当該法令に抵触した

場合は営業停止等の行政処分を受けることになります。 

現在のところ、当社では設立以来行政処分の対象となる事由は発生しておりませんが、当社の衛生管理諸施策に

もかかわらず、行政処分がなされた場合は当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

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

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

う）により年間100トン以上の食品廃棄物を排出する外食事業者は、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20％を削減することが義務付けられております。平成19年６月には食品関連事

業者（特に食品小売業、外食事業）に対する指導監督の強化と取組みの円滑化を目的として改正され、定期報告な

どの措置が創設されました。 

当社は、食品リサイクル法の対象となる外食事業者であり、同法に基づき食品廃棄物の減量等に努めておりま

す。しかしながら、再生利用等の目標が達成できず当局の指導を受けた場合や自社で処理を行うための設備を新た

に購入する等の必要性が生じた場合は、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

    ３）短時間労働者の社会保険適用拡大について 

   現在、厚生労働省では短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用基準を拡大する案が検討されており、当

社においては現行法に該当するパート・アルバイト等の短時間労働者はすでに年金加入をしております。 

しかしながら、当社では外食という業種柄、短時間労働者（パート・アルバイト）を多人数雇用しており、これ

らの法制度改正動向によっては、負担増加などにより経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

    ４）店長の管理職適用について 

      当社では、店長は管理者としての業務責任と権限を諸規程に明記している一方、定額の超過勤務手当を含む管理

   職手当を支給しているため、超過勤務時間数に厳密に対応した超過勤務手当支給の対象者にはなっておりません。

    しかしながら、昨今の状況により、店長を管理監督の地位にある者として認識されないとの見解の相違により、

   労働基準監督署の改善指導があった場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

    ５）エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）について 

平成22年４月施行の改正省エネ法では対象が事業者単位となり、当社においても店舗・本社・名古屋センター・

有松工場のエネルギー使用量を正確に計測集計し、各種届出書・報告書を提出することになりますが、届出を失念

した場合や錯誤により正確な届出が出来なかった場合等により、社名が公表されたときは社会的に信用を失い、経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

    ６）産業廃棄物について 

当社の店舗・名古屋センター・有松工場にて排出される事業系産業廃棄物は、認可を受けた産業廃棄物業者に収

集運搬および処理を委託しておりますが、委託した業者が認可取り消しになり当社が知らずに委託していた場合、

または委託した業者が不法投棄した場合、あるいは委託した業者が無認可の下請け業者を使用していた場合等、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為をしたとき、当社も排出事業者責任があるとして罰則を受けた

場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

許認可等 有効期間 関連法令 関連諸官庁等 

営業許可証 ５～８年 食品衛生法 厚生労働省・各保健所 



   ③有利子負債の依存について 

当社の新規出店及び業態転換による改装の設備投資資金は、主に金融機関からの借入金により調達しており総資

産に対する有利子負債比率は下表のとおり高水準であります。今後は資金効率の改善と自己資本の充実により財務

体質の強化に努める方針でありますが、店舗収益悪化により借入金の返済額負担の増加、また、金融情勢の変化に

よる借入金に対する金利負担の増大により、当社の経営成績が影響を受ける可能性があります。 

 最近における総資産に占める有利子負債比率等は下表のとおりで推移しております。 

   

    当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

   

  平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期

有利子負債残高（千

円） 
2,365,920 2,105,999 2,311,878 2,298,557 2,245,260

（対総資本比率） 67.1％ 57.5％ 62.4％ 57.4％ 56.4％

純資産額（千円） 700,078 1,049,339   907,189 1,215,391  1,219.014

（自己資本比率） 19.8％ 28.6％ 24.5％ 30.3％ 30.6％

総資産額（千円） 3,527,883 3,662,861 3,707,030 4,005,087 3,979,533

支払利息（千円） 33,025 32,282 36,181 37,484 33,192

２．企業集団の状況



（１） 会社経営の基本方針 

当社は、「おいしさと楽しさを創造し、笑顔あふれる社会づくりに貢献するとともに、一人ひとりの成長と幸せ

を実現する」を経営理念に掲げ事業展開を進めております。これは、顧客満足を第一に考え、会社と社員が共に成

長することにより、飲食業を通じて地域社会に貢献するという理念を基本方針にしたものであります。 

この基本方針に基づき、極旨醤油ら～めん「一刻魁堂」、中華定食「中華食堂」・「旨飯中華食房」、四川省剣

門麻婆豆腐と楊州炒飯「龍虎餐房」の各業態をもって店舗展開しており、それぞれの店舗が接客サービス、品質、

店舗管理の向上を図り、全社で店舗営業第一主義の徹底と効率化を実現し、企業価値の増大に向け、全力を傾注し

ております。 

  

（２） 目標とする経営指標 

当社は、健全な成長と収益性を確保するため、売上高成長率、営業利益率および有利子負債対月商倍率を重要な

経営指標として掲げ、売上高成長率20％、営業利益率８％、有利子負債対月商倍率３ヶ月未満を数値目標としてお

ります。 

この目標を達成するために、この１～２年は現状の経済情勢および財務余力では新規出店による規模拡大が望め

ない状況から新規出店を抑制する方針ですが、業態力、組織力および人材育成の強化により、既存店の年２％の売

上高の増大を図ってまいります。 

営業利益につきましては、店舗においてのＦＬコスト率（売上高に占める原価率+人件費率）58％の達成、内製

化推進による原価率の低減、また計画的なＩＴ投資により業務効率化を図り低コスト体質を確立し、収益力の改善

に繋げ、目標数値に近づけるべく努力しております。 

  

（３） 中長期的な会社の経営戦略 

日本国内の外食マーケットは、マクロ的な観点では拡大は見込めず、さらに同業他社や中食等との競合激化は避

けられない状況の中、独自性に強みがある業態に伸びる余地はあると考えます。 

当社は、企業規模拡大が収益拡大に直結できる業態力基盤、組織力基盤、人材育成基盤を整え、既存店売上高の

向上、着実な新規出店、内製化利益の増大により、収益確保を図っていく方針です。 

①新規出店はもう１年抑制をし、その後、出店を加速する。 

②業態の持つ独自性（優位性）により、顧客に優先的に選択される業態競争力を確立し、各業態がNo.１体質を

 築き、収益力を確保する。 

③建物や設備の経時劣化によるブランド力低下を防ぎ、時流に適応したデザインの採用等、適時適切な改装投資

 ・設備投資を推進する。 

④有利子負債への依存度を確実に逓減させ、有利子負債対月商倍率３ヶ月未満を数値目標とする。 

⑤規模拡大による内製化利益を更に追求し、顧客と社員に利益還元する。 

⑥全社員が自立化による組織パワーの強化を目指し、「売上最大・経費最小」を実現させ業績向上を図る。  

  

（４） 会社の対処すべき課題     

    今後のわが国経済動向は、景気回復が製造業から非製造業へと拡がりを見せる一方で、各国政府の景気刺激策の 

     一段落や円高の影響等による景気失速懸念もあり、雇用が本格的に回復する見込みは低く、消費者の生活防衛と選 

     択消費は継続するものと思われます。 

    こうした状況下で当社は、新規出店は期中３店舗程度とし、既存店強化に重点を置き、財務体質の改善を図りつ 

   つ、次の各項目を重要施策とし取り組んでまいります。 

   ①各業態において顧客目線で人材・商品・店舗設備の全てにおいて再強化を図り、各業態の競争力を高める 

    ②不振の「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」業態と「中華屋あんず」業態については抜本的な見直しを図る

    ③労働環境改善と教育充実、理念の共有による働きがいの創造に努め、人材蓄積と幹部社員層の拡充を図る 

    ④計画的なＩＴ投資による効率的な管理体制を構築する  

       またコンプライアンス体制を強化し、リスクマネジメントも着実に推進、今後の健全な成長と、企業の社会的責 

     任を果たす持続可能な会社を目指してまいります。 

     

（５） その他、会社の経営上重要な事項  

    該当事項はありません。 

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 332,908 281,246

売掛金 135 825

預入金 68,310 78,531

店舗食材 14,731 13,115

仕込品 6,707 10,476

原材料及び貯蔵品 13,755 13,862

前払費用 58,028 58,264

未収入金 22,222 41,506

その他 4,320 6,250

流動資産合計 521,120 504,080

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  2,903,834 ※1  2,955,031

減価償却累計額 △1,124,605 △1,247,857

建物（純額） 1,779,228 1,707,173

構築物 450,832 460,203

減価償却累計額 △344,067 △363,471

構築物（純額） 106,764 96,731

機械及び装置 62,073 71,480

減価償却累計額 △14,572 △19,875

機械及び装置（純額） 47,500 51,605

車両運搬具 5,644 6,244

減価償却累計額 △5,429 △5,516

車両運搬具（純額） 215 728

工具、器具及び備品 473,211 492,475

減価償却累計額 △313,111 △374,521

工具、器具及び備品（純額） 160,100 117,953

土地 ※1  586,122 ※1  588,273

リース資産 27,462 103,632

減価償却累計額 △1,346 △15,000

リース資産（純額） 26,115 88,631

建設仮勘定 － 4,365

有形固定資産合計 2,706,047 2,655,463

無形固定資産   

ソフトウエア 3,275 2,467

電話加入権 5,599 5,673

無形固定資産合計 8,874 8,141



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,106 2,936

出資金 20 30

長期貸付金 587 342

長期前払費用 56,148 46,489

賃貸不動産 453,017 453,017

減価償却累計額 △246,428 △260,053

賃貸不動産（純額） 206,588 192,963

建設協力金 46,737 34,534

差入保証金 397,880 475,158

保険積立金 56,975 59,395

投資その他の資産合計 769,044 811,849

固定資産合計 3,483,966 3,475,453

資産合計 4,005,087 3,979,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,923 128,531

短期借入金 36,000 150,600

1年内返済予定の長期借入金 ※1  715,289 ※1  679,956

1年内償還予定の社債 100,000 60,000

リース債務 5,767 21,515

未払金 99,148 77,748

未払費用 166,272 174,605

未払法人税等 32,912 36,103

未払消費税等 23,933 29,633

預り金 5,180 8,318

前受収益 5,061 4,663

賞与引当金 6,429 8,020

その他 1,143 2,171

流動負債合計 1,305,062 1,381,867

固定負債   

社債 50,000 40,000

長期借入金 ※1  1,368,781 ※1  1,221,799

リース債務 22,025 71,389

退職給付引当金 17,377 19,014

その他 26,450 26,450

固定負債合計 1,484,633 1,378,652

負債合計 2,789,695 2,760,519



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 624,205 624,555

資本剰余金   

資本準備金 539,254 539,603

資本剰余金合計 539,254 539,603

利益剰余金   

利益準備金 14,180 14,180

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 37,294 40,537

利益剰余金合計 51,474 54,717

自己株式 △141 △193

株主資本合計 1,214,792 1,218,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △344 △497

評価・換算差額等合計 △344 △497

新株予約権 944 828

純資産合計 1,215,391 1,219,014

負債純資産合計 4,005,087 3,979,533



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,867,023 4,902,979

売上原価   

期首店舗食材棚卸高 13,754 14,731

当期店舗食材仕入高 882,524 821,597

当期店舗食材製造原価 407,134 458,455

合計 1,303,413 1,294,784

期末店舗食材棚卸高 14,731 13,115

売上原価合計 1,288,681 1,281,669

売上総利益 3,578,342 3,621,309

販売費及び一般管理費   

役員報酬 57,794 64,071

給与手当 1,598,439 1,587,532

賞与 43,467 61,945

賞与引当金繰入額 6,223 7,702

退職給付費用 2,938 6,215

水道光熱費 387,809 348,799

地代家賃 518,550 554,831

減価償却費 259,576 247,465

その他 624,155 672,537

販売費及び一般管理費合計 3,498,953 3,551,099

営業利益 79,388 70,210

営業外収益   

受取利息 1,578 984

受取配当金 79 79

賃貸不動産収入 67,500 63,920

補助金収入 － 9,158

その他 3,915 18,197

営業外収益合計 73,074 92,339

営業外費用   

支払利息 33,990 31,769

社債利息 3,493 1,422

株式交付費 2,764 －

賃貸不動産費用 65,155 61,407

社債発行費 － 718

その他 11,254 11,905

営業外費用合計 116,658 107,224

経常利益 35,803 55,325



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 40,648 －

固定資産受贈益 － 6,733

その他 81 161

特別利益合計 40,730 6,894

特別損失   

固定資産除却損 ※1  19,312 ※1  13,049

投資有価証券評価損 － 1,017

退店損失 ※2  2,020 －

特別損失合計 21,332 14,066

税引前当期純利益 55,201 48,153

法人税、住民税及び事業税 24,544 28,264

法人税等合計 24,544 28,264

当期純利益 30,656 19,888



 （注） 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    287,808 69.9  313,458  67.8

Ⅱ 労務費 ※２  74,477 18.1  84,235  18.2

Ⅲ 経費 ※３  49,498 12.0  64,529  14.0

当期総製造費用    411,784  100.0  462,224  100.0

期首仕込品棚卸高    2,057        6,707      

合計    413,842        468,932      

期末仕込品棚卸高    6,707        10,476      

当期店舗食材製造原価    407,134        458,455      

                           

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

  
  
  

１ 原価計算の方法 

総合原価計算による実際原価計

算によっております。 

１ 原価計算の方法 

同左 

  

  

※２ 労務費の内引当金繰入額は次の

とおりです。 

※２ 労務費の内引当金繰入額は次の

とおりです。 

  

賞与引当金繰入額 206千円 

退職給付費用 349千円 

賞与引当金繰入額 317千円

退職給付費用 209千円

  

※３ 経費に含まれている主なものは

次のとおりです。 

※３ 経費に含まれている主なものは

次のとおりです。 

  

水道光熱費 千円15,805

消耗品費 千円13,082

減価償却費 千円11,444

水道光熱費 千円17,137

消耗品費 千円14,487

減価償却費 千円14,097

  



（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７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 479,205 624,205

当期変動額   

新株の発行 145,000 350

当期変動額合計 145,000 350

当期末残高 624,205 624,555

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 394,254 539,254

当期変動額   

新株の発行 145,000 349

当期変動額合計 145,000 349

当期末残高 539,254 539,603

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 14,180 14,180

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,180 14,180

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 80,000  

当期変動額   

別途積立金の取崩 △80,000 －

当期変動額合計 △80,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △61,716 37,294

当期変動額   

別途積立金の取崩 80,000 －

剰余金の配当 △11,645 △16,645

当期純利益 30,656 19,888

当期変動額合計 99,010 3,243

当期末残高 37,294 40,537

利益剰余金合計   

前期末残高 32,463 51,474

当期変動額   

剰余金の配当 △11,645 △16,645

当期純利益 30,656 19,888

当期変動額合計 19,010 3,243



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当期末残高 51,474 54,717

自己株式   

前期末残高 △141 △141

当期変動額   

自己株式の取得 － △52

当期変動額合計 － △52

当期末残高 △141 △193

株主資本合計   

前期末残高 905,781 1,214,792

当期変動額   

新株の発行 290,000 700

剰余金の配当 △11,645 △16,645

当期純利益 30,656 19,888

自己株式の取得 － △52

当期変動額合計 309,010 3,890

当期末残高 1,214,792 1,218,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,041 △344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,386 △152

当期変動額合計 △1,386 △152

当期末残高 △344 △497

新株予約権   

前期末残高 365 944

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 578 △115

当期変動額合計 578 △115

当期末残高 944 828

純資産合計   

前期末残高 907,189 1,215,391

当期変動額   

新株の発行 290,000 700

剰余金の配当 △11,645 △16,645

当期純利益 30,656 19,888

自己株式の取得 － △52

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △808 △268

当期変動額合計 308,202 3,622

当期末残高 1,215,391 1,219,014



（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７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 55,201 48,153

減価償却費 286,398 275,187

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,258 1,590

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,390 1,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,648 －

受取利息及び受取配当金 △1,658 △1,064

支払利息 37,484 33,192

社債発行費 － 718

株式交付費 2,764 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,017

固定資産除却損 18,239 13,049

固定資産受贈益 － △6,733

売上債権の増減額（△は増加） 35 △690

預入金の増加額 △29,268 △10,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,979 △2,260

仕入債務の増減額（△は減少） △22,222 20,608

未払金の増減額（△は減少） 6,470 5,650

未払費用の増減額（△は減少） 17,127 8,645

その他 20,032 △4,367

小計 342,106 384,113

利息及び配当金の受取額 615 272

利息の支払額 △38,113 △36,247

法人税等の支払額 △7,604 △24,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 297,003 323,298

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） 6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △358,521 △104,972

敷金及び保証金の支払による支出 △66,243 △28,824

敷金及び保証金の回収による収入 11,869 3,610

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 16,515 13,225

事業譲受による支出 － ※3  △107,158

その他 △6,316 △2,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △397,697 △226,550



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 36,000 114,600

長期借入れによる収入 732,182 585,000

長期借入金の返済による支出 △706,544 △767,315

設備未払金の支払による支出 △2,750 △695

社債の発行による収入 － 49,281

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

リース債務の返済による支出 △1,042 △14,865

株式の発行による収入 287,235 557

自己株式の取得による支出 － △52

配当金の支払額 △11,627 △14,921

財務活動によるキャッシュ・フロー 233,451 △148,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,758 △51,662

現金及び現金同等物の期首残高 200,150 332,908

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  332,908 ※1  281,246



 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７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）店舗食材 

  最終仕入原価法による原価法（収益性

 の低下による簿価切下げの方法） 

(1）店舗食材 

同左 

  

  (2）仕込品 

  最終仕入原価法による原価法（収益性

 の低下による簿価切下げの方法） 

(2）仕込品 

同左 

  

  (3）原材料及び貯蔵品 

  イ 原材料  

   最終仕入原価法による原価法（収益 

    性の低下による簿価切下げの方法） 

(3）原材料及び貯蔵品 

  イ 原材料  

同左 

  

     ロ  貯蔵品 

     最終仕入原価法による原価法  

 (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、最終仕入

原価法から最終仕入原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。          

   ロ  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） 

  法人税法に規定する方法と同一の基準

 によっております。        

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    建物（附属設備は除く） 

  イ 平成10年３月31日以前に取得した 

    もの 

    旧定率法 

  建物（附属設備は除く） 

  イ 平成10年３月31日以前に取得した 

    もの 

同左 

     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 

同左 

  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 

同左 

  機械及び装置 

イ 平成19年３月31日以前に取得した 

  もの 

旧定額法 

機械及び装置 

イ 平成19年３月31日以前に取得した 

  もの 

同左 

  ロ 平成19年４月１日以降に取得した 

  もの 

定額法 

ロ 平成19年４月１日以降に取得した 

  もの 

同左 

  建物、機械及び装置以外  

イ 平成19年３月31日以前に取得した 

  もの 

旧定率法 

建物、機械及び装置以外  

イ 平成19年３月31日以前に取得した 

  もの 

同左 



項目 
前事業年度 

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

  ロ 平成19年４月１日以降に取得した 

  もの 

定率法 

ロ 平成19年４月１日以降に取得した 

  もの 

同左 

     主な耐用年数    主な耐用年数 

  建物        15年～31年  

 工具、器具及び備品 ６年～10年 

建物        15年～31年  

 工具、器具及び備品 ６年～10年 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によってお

ります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3)リース資産  

    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6月30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) 長期前払費用 

 効果の及ぶ期間にわたり均等償却を行

っております。 

(4) 長期前払費用 

同左 

  (5）賃貸不動産 

 法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

(5）賃貸不動産 

同左 

  建物（附属設備は除く） 

旧定額法 

  

  

  建物以外 

旧定率法 

  

  

  主な耐用年数 

建物        15年～31年  

工具、器具及び備品 ６年～10年 

  

  

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費 

  支出時に全額費用として処理しており 

 ます。 

    ――――――――――― 

    ――――――――――― 

  

  

 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理しており 

 ます。  

         



項目 
前事業年度 

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

５ 引当金の計上基準 (1）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。 

(1）賞与引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき計上し

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) 

 役員退職慰労金制度は平成17年6月30

日をもって廃止しており、役員退職慰労

引当金は、役員退職慰労金制度適用期間

中から在任している役員に対する制度廃

止日時点までの期間に対応した支給予定

額を計上しておりましたが、支給対象者

である在任役員から役員退職慰労金辞退

の申し出がありましたので、役員退職慰

労引当金を全額取崩しております。  

    ――――――――――― 

  

６ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な現金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

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７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会、会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引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、軽微であります。 

                     ―――――― 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 機械及び装置の減価償却方法の変更については、従来定

率法によっておりましたが、当事業年度より定額法に変更

いたしました。 

 この変更は、中期経営計画の見直しを契機に、安定的出

店方針の下、製造原価等の見直しを行った結果、名古屋セ

ンターに係る機械及び装置は将来に亘り長期的に使用さ

れ、設備投資の効果が安定的に発現するものと考えられる

ことから、より合理的な費用配分に基づく適正な損益計算

を行うために実施したものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上原

価に含まれる減価償却費は5,616千円減少し、売上総利

益、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞ

れ同額増加しております。  

                     ―――――― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

 ─────  ───── 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年６月30日） 

当事業年度 
（平成22年６月30日） 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 

建物 千円87,749

土地 千円455,162

合計 千円542,912

建物 千円83,441

土地 千円455,162

合計 千円538,604

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

１年内返済予定の長期借

入金 
千円63,958

長期借入金 千円98,356

合計 千円162,314

１年内返済予定の長期借

入金 
千円391,800

長期借入金 千円652,852

合計 千円1,044,652

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 千円11,540

構築物 千円4,250

工具、器具及び備品 千円2,448

その他 千円1,073

合計 千円19,312

建物 千円11,228

構築物 千円287

工具、器具及び備品 千円1,528

その他 千円4

合計 千円13,049

※２ 退店損失の内容は、次のとおりであります。          ――――――――――― 

撤去費用 千円2,020

 合計 千円2,020

  



前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

(注) 普通株式の発行済株式数の増加500,000株は、第三者割当増資による増加であります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

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 
 1,164,800  500,000 －  1,664,800

計  1,164,800  500,000 －  1,664,800

（自己株式） 

普通株式 
 223 － －  223

計  223 － －  223

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 
となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高 

（千円） 前事業年度末
当事業年度 

増加 
当事業年度 

減少 
当事業年度末 

平成17年12月ストック・

オプションとしての新株

予約権 

－ － － － － － 

平成19年12月ストック・

オプションとしての新株

予約権 

－ － － － －  944

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
   （円）  

基準日 効力発生日 

平成20年9月25日 

定時株主総会 
 普通株式  11,645          10 平成20年6月30日 平成20年9月26日 

決議 
株式の種
類 

配当の原
資 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額  （円） 

基準日 効力発生日 

平成21年9月24日 

定時株主総会 
普通株式 

利益剰余

金 
 16,645       10 平成21年６月30日 平成21年９月25日



当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

    2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

      

２．新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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 
 1,664,800  1,100  －  1,665,900

計  1,664,800  1,100  －  1,665,900

（自己株式） 

普通株式 
 223  72  －  295

計  223  72  －  295

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的 
となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高 

（千円） 前事業年度末
当事業年度 

増加 
当事業年度 

減少 
当事業年度末 

平成19年12月ストック・

オプションとしての新株

予約権 

－ －  －  －  －  828

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
   （円）  

基準日 効力発生日 

平成21年9月24日 

定時株主総会 
 普通株式  16,645  10  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  （円） 

基準日 効力発生日 

平成22年9月22日 

定時株主総会 

普通株

式 

利益剰

余金 
 16,656      10  平成22年６月30日 平成22年９月24日



前事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

  

現金及び預金 千円332,908

現金及び現金同等物 千円332,908

現金及び預金 千円281,246

現金及び現金同等物 千円281,246

  2 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ27,462千

円、28,835千円であります。 

  2 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 千

円、 千円であります。 

76,170

79,978

 ※3       ――――――――――  

  

  

  

  

 ※3 事業譲受により増加した資産の内訳 

   当事業年度に事業譲受により増加した資産の内訳は 

  次のとりであります。  

固定資産 千円107,158

事業譲受による支出 千円107,158

（持分法損益等）



（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

   前事業年度 （自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

   当事業年度 （自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  

 リース取引、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、税効果会計、賃貸等

不動産、関連当事者情報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るため開

示を省略致します。  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

 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 銭730 15

１株当たり当期純利益金額 円 銭25 72

  

１株当たり純資産額 円 銭731 38

１株当たり当期純利益金額 円 銭11 95

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 円 銭11 94

項目 前事業年度 当事業年度 

一株当たり当期純利益金額             

 当期純利益（千円）  30,656  19,888

 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）  30,656  19,888

 期中平均株式数（株）  1,191,974  1,664,616

             

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）  －  1,320

  （うち新株予約権） (－)  (1,320)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成17年12月ストック・オプショ

ンとしての新株予約権（普通株式

の数81,100株） 

 平成19年12月ストック・オプシ

ョンとしての新株予約権（普通株

式の数9,100株）  

  

    ――――――――――  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

    

(2）その他 

 該当事項はありません。 

                                          以上 

５．その他
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