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1.  平成23年2月期の業績（平成22年3月1日～平成23年2月28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 ％

23年2月期 24,827 9.5 3,104 34.8 3,059 37.7 1,576 33.5
22年2月期 22,680 13.3 2,303 27.3 2,222 24.1 1,181 17.3

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 ％ ％ ％

23年2月期 136.03 ― 15.8 19.7 12.5
22年2月期 102.12 102.09 13.3 16.0 10.2

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2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

23年2月期 16,028 10,632 66.3 917.24
22年2月期 14,970 9,389 62.7 809.97

（参考） 自己資本   23年2月期  10,632百万円 22年2月期  9,389百万円

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

23年2月期 3,025 △1,596 △892 3,321
22年2月期 2,518 △1,400 △161 2,783

2.  配当の状況 

（参考） 24年2月期の配当予想につきましては、通常の業績予想を開示していないため、配当予想額は未定であります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年2月期 ― 11.00 ― 14.00 25.00 289 24.5 3.2
23年2月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 347 22.1 3.5
24年2月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
平成23 年3月11 日に発生しました東北地方太平洋沖地震の影響により、現段階では合理的な業績予想の算定をおこなうことが困難なため、未定とし、記
載しておりません。なお、理由等につきましては、3ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析(次期の見通し)」をご覧ください。  
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針 ５ 引当金の計上基準 (3）退職給付引当金」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期 11,613,994 株 22年2月期 11,613,994 株
② 期末自己株式数 23年2月期 22,056 株 22年2月期 22,023 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 11,591,950 株 22年2月期 11,568,111 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
- 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は、「３. 24年2月期の業績予想」に記載した理由により、配当予想額及び業績予想についての記載を行っておりません。  
 

 

2



(1）経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の各種の経済政策などにより、個人消費が一時的に押し上げら

れましたが、円高の進行などもあり、先行き不透明な状況で推移しました。  

外食産業におきましては、外食を控える傾向に加え、低価格競争や新規出店による競争の激化などもあり、厳

しいものでありました。 

このような環境のもとで、当社は顧客ニーズに合致するメニューの改定やサービス水準の向上に取り組む一方

で、スクラップ・アンド・ビルドを推進し、収益拡大を図ってまいりました。 

新規出店につきましては、31店舗となり、地域別では、東京都17店舗、埼玉県7店舗、神奈川県5店舗、千葉県

2店舗となりました。一方、退店は8店舗行いましたので、当期末の総店舗数は272店舗となりました。（FC店舗

は含めておりません） 

販売面では、季節に応じたメニュー投入やサービス水準向上に向けた研修制度の継続実施などに努めた結果、

既存店の売上高前期比は99.3%となりました。 

生産・原価面につきましては、売上高がほぼ計画通りの推移となったことや原材料価格の低下などにより、当

期の原価率は26.2％となり、前期比0.6％改善いたしました。 

販売費及び一般管理費につきましては、新店舗が31店舗となり前期より7店舗減少したこと、人員配置の効率

化などにより対売上高比は61.3%となりました。 

この結果、当期の売上高は 百万円（前期比9.5％増）、営業利益は 百万円(前期比34.8％増)、経

常利益は 百万円（前期比37.7％増）と増収増益になり、営業利益・経常利益とも8期連続で過去最高益を

更新しました。 

 特別損失には8店舗の閉鎖に伴う固定資産除却損など2億96百万円を計上しましたので、当期純利益は 百

万円（前期比33.5％増）となりました。  

なお、平成22年12月27日付けの「特別損失の計上に関するお知らせ」では通期の特別損失の予定額を3億40百

万円と発表しておりましたが、2億96百万円となりました。 

  

 （次期の見通し） 

今回の震災により、消費者心理の冷え込みが懸念されることや今後予想される電力供給の問題などによる営業

時間の短縮や営業休止の発生、工場での稼働率低下、原材料の調達といった問題があり、これらが長期化した場

合、業績に与える影響が予想できない状況であります。  

このような厳しい経営環境ではありますが、当社は地域社会に必要とされる店作りに努めてまいります。出店

及び退店については、「日高屋」業態で純増30店舗（退店2店舗）を計画しております。また、新メニューの投

入や既存メニューのブラッシュアップ、サービス水準の向上に向けた各種取り組みを推進してまいります。 

平成24年2月期業績予想については、現段階では経営を取り巻く不確定要素が多く、未定とし、記載しており

ません。発表可能になった段階で速やかに開示いたします。 

   

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当期末の総資産は、 百万円となり前期末に比べて10億58百万円増加いたしました。これは主に新規出

店による有形固定資産の増加によるものです。 

負債合計は 百万円となり前期末に比べて1億85百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の約定

返済により減少したものであります。  

純資産合計は、 百万円となり前期末に比べ12億43百万円増加し、これらの結果、自己資本比率は66.3%

（前期末62.7%）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  （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30億25百万円（前期は25億18百万円）となり、前期に比べて5億6百万円の増

加となりました。これは、税引前当期純利益が6億68百万円増加したことなどによるものであります。 

  

１．経営成績

248億27 31億4

30億59

15億76

160億28

53億95

106億32
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（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15億96百万円（前期は14億円）となりました。これは、新規出店や改装等に

伴う有形固定資産の取得による支出11億31百万円（前期は10億38百万円）、敷金及び保証金の差入による支出5

億84百万円（前期は4億39百万円）など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、支出した資金は8億92百万円（前期は1億61百万円）となりました。これは長期借入金の返済

4億42百万円（前期は6億33百万円）、配当金の支払額3億35百万円（前期は2億65百万円）などによるものであり

ます。 

  

以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ5億37百万円増加し、33億21百万円となり

ました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（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／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 

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

※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すべての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様には長期的に安定した配当を実施するとともに、新規出店など今後の設備投資あるいは不

慮の事業リスクに備えるため、一定の内部留保を確保し、財務基盤を強化することを基本方針としております。 

この基本方針のもと、業績向上に応じて増配や株式分割等の利益還元策を積極的に行っていく所存でございま

す。 

当期につきましては、平成22年11月5日に中間配当として1株当たり15円を実施しており、期末配当は15円とさ

せていただく予定であります。 

なお、期末配当15円は、平成23年4月22日開催の取締役会で決定し、平成23年5月26日が効力発生日となる予定

であります。 

次期の配当につきましては、次期の見通しが困難であるため、未定としております。発表可能になった段階で

速やかに開示いたします。 

  

  平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期 

自己資本比率(%)  64.6  65.3  62.7  66.3

時価ベースの自己資本比率(%)  98.8  85.5  75.7  97.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  1.0  0.8  0.6  0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  67.8  90.6  86.3  105.9
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(4）事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事

項については、以下のようなものがあります。 

なお、当社の事業においてはこれら以外にも様々なリスクを伴っており、ここに記載されたものがリスクの全

てではありません。また、文中において将来について記載した事項は、当期末現在において判断したものであり

ます。 

①事業展開について 

 当社はラーメン・餃子・中華料理などを主とした飲食店チェーンを直営店方式により展開しております。平成

23年2月末現在、東京都146店舗、埼玉県83店舗、神奈川県28店舗、千葉県15店舗の計272店舗を駅前繁華街等に

出店しており、業態別では平成15年2月期から1杯390円の中華そば（醤油）を主力商品とする「日高屋」を中心

に展開しております。 

今後も、引き続き従来の一都三県の駅前繁華街等への出店を行う方針であり、平成23年2月期は「日高屋」等

で31店舗の新規出店を行いました。当社は出店先の立地条件、賃借条件、店舗の採算性などを勘案して出店を決

定しており、当社の希望する条件に合致した物件が見つからず計画通りに出店できない場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

また、出店計画もしくは業態の変更等のほか、消費者の嗜好もしくはニーズの変化、競合他社との競争激化、

材料価格の上昇、天候不順、自然災害の発生、既存店の売上高逓減、不採算店の撤退による損失の発生等があっ

た場合において、当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

②人材の確保等について 

当社は、業容の拡大に伴い、社員及びフレンド社員の採用数の増加及び研修制度の充実を図ってまいりまし

た。現在も、採用数の増加及び研修体制の強化を図っておりますが、雇用情勢の変化、若年層の減少などによ

り、人材の確保が計画通りに進捗しなかった場合、業績に影響を与える可能性があります。 

③敷金及び保証金について 

当社は、平成23年2月末現在272店舗中269店舗が賃借物件となっております。また、敷金及び保証金の総資産

に占める割合は、平成23年2月末現在23.4%となっております。当社は与信管理を慎重に行っておりますが、場合

によっては賃借先の経営状況により差し入れた敷金及び保証金の返還や店舗営業の継続に支障等が発生する可能

性があります。 

④製造機能等の集中及び衛生管理等について 

当社では、食材及び商品の品質の向上と安定、均一化を図るため、食材の購買並びに麺・餃子・調味料などの

製造、各店舗の発注に関わる業務管理、物流までの機能を行田工場（埼玉県行田市）に集約しております。行田

工場では食材の成分表の確認及び一般生菌検査表の確認並びに一般生菌数の検査を徹底し、厳正な品質管理及び

衛生管理を実施しております。 

当社における衛生問題、社会全般の一般的な衛生問題、国内外における食品の安全安心に係る問題が発生した

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社の製造機能等は行田工場のみでありますので、衛生問題以外の問題の発生により、工場が一時的な

操業停止、又は工場稼働率が低下した場合においても、各店舗への食材供給に支障をきたすことにより、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤短時間労働者及び従業員の処遇等について 

当社は、平成23年2月末現在において4,637人のフレンド社員を雇用しており、業種柄多くの短時間労働者が就

業しております。今後、年金制度が変更され、厚生年金への加入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、短時間労働者を対象とした法令の改廃あるいは、労働市場環境等に変化があり、従業員の処遇等につい

て大幅な変更が生じる場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥主要な事業活動の前提となる事項について 

当社は、ラーメン・餃子・中華料理などを主とした飲食店を展開しており、店舗で提供する麺・餃子は当社の

行田工場において製造を行っております。 

店舗及び行田工場においては、食品衛生法による営業許可が必要となります。店舗においては食品衛生法にお

ける飲食店営業許可、行田工場においては食品衛生法におけるめん類製造業、そうざい製造業、食肉販売業の許

可を取得しております。 

営業許可の有効期限は、食品衛生法第52条第3項に基づいて定められておりますが、都道府県及び各保健所に

より有効期限等詳細は異なります。なお、行田工場における有効期限は、平成28年10月31日です。 

営業許可の更新は、所定の更新の手続きを行うことにより可能でありますが、食品衛生法の定める施設基準に

対して不適合の場合は営業許可は更新されず、不適事項については改善のうえ再検査を行い、基準に適合する必

要があります。 
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また、店舗で食中毒が発生しその原因が、行田工場で製造した食材による場合や食品衛生法上認められていな

い原材料等を使用したことによる場合には、営業許可が取消し又は停止されることがあります。 

現時点において営業許可の継続について支障をきたす要因はありませんが、特に、行田工場において営業許可

の取消又は停止事由が生じた場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。  

当社は、当社単独で事業を行っており、該当事項はありません。 

(1）会社の経営の基本方針 

当社の経営理念 

「私たちは、地域社会に必要とされる店作りに努めます。」 

「私たちは、夢に向かって挑戦し、進化し続けます。」 

「私たちは、常に感謝の心を持ち、人間形成に努めます。」 

 この基本理念に基づき、駅前に「日高屋」がある、そんな当たり前の風景を夢見て、お客様においしい料理を、

低価格で提供し、ハッピーな一日（ハイデイ）を過ごしていただきたく、そして、このことを通じて、会社の発

展、従業員の幸せと社会への貢献を実現するのが、当社の経営ビジョンであります。具体的には、一都三県の主要

駅前繁華街には、当社の店舗が複数存在するような事業の拡大を実現するとともに、透明性と効率の高い経営体制

の確立を目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、株主の皆様からお預かりした株主資本を効率的に活用することを第一義に考えております。このため、

ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）、ＥＰＳ（1株当たり当期純利益）を重要指標としており、目標水準としまして、

ＲＯＥは10%以上を維持し、ＥＰＳにつきましても10%以上の伸びを確保したいと考えております。 

 この水準達成のため、経営活動における事業効率性の指標として、売上高経常利益率10%を長期安定的に実現でき

るよう努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

今後のわが国経済は、先行きは不透明感が増しております。外食業界を取り巻く環境は、市場規模の縮小、所得環

境の悪化など依然として厳しい状況であると予想されます。 

このような状況下で、当社は中期目標であります首都圏500店舗体制を構築し、「日高屋」ブランドの認知度を一

層高め、不動のものにしたいと考えております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 中長期的な会社の経営戦略達成のため、当社は以下の課題に取組み、事業の拡大と収益基盤の強化を目指してま

いります。 

①食の安全安心を最優先課題として、食材調達管理、品質管理の更なる厳格化を図るとともに、行田工場の増設に

向けた取り組みを推進する。 

②引き続き安定成長をベースに、年間30店舗を目処に新規出店を行い、首都圏で500店舗体制の実現を図る。 

③「Ｑ（味）、Ｓ（サービス）、Ｃ（清潔・安全）の向上とテイクアウト販売の強化を推進し、店舗販売力強化を

図る。 

④自立型従業員の育成を目指すとともに、優秀人財の確保等人財育成の取組みを更に強化する。 

  

(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。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,460,789 3,131,635

売上預け金 357,954 224,543

売掛金 12,474 19,791

有価証券 － 20,000

店舗食材 ※1  95,312 ※1  105,150

原材料及び貯蔵品 ※1  17,897 ※1  17,402

前払費用 263,786 292,643

繰延税金資産 179,246 191,281

その他 39,379 64,127

流動資産合計 3,426,842 4,066,575

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  6,468,685 ※2, ※3  7,009,928

減価償却累計額 △2,509,534 △2,829,892

建物（純額） 3,959,151 4,180,035

構築物 43,409 46,201

減価償却累計額 △26,304 △29,633

構築物（純額） 17,104 16,568

機械及び装置 153,983 328,159

減価償却累計額 △53,245 △94,686

機械及び装置（純額） 100,738 233,473

車両運搬具 3,076 3,596

減価償却累計額 △2,831 △2,979

車両運搬具（純額） 245 616

工具、器具及び備品 ※3  605,661 ※3  758,628

減価償却累計額 △353,400 △477,092

工具、器具及び備品（純額） 252,261 281,535

土地 ※2  1,766,524 ※2  1,561,765

リース資産 538,606 664,452

減価償却累計額 △54,927 △169,714

リース資産（純額） 483,678 494,738

建設仮勘定 90,052 27,509

有形固定資産合計 6,669,756 6,796,243

無形固定資産   

商標権 566 433

ソフトウエア ※3  53,153 ※3  64,259

電話加入権 10,275 10,275

その他 1,848 1,674

無形固定資産合計 65,844 76,642
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,893 112,789

出資金 436 446

長期前払費用 313,233 319,080

敷金及び保証金 3,507,189 3,755,961

賃貸資産 333,842 333,842

減価償却累計額 △160,265 △161,654

賃貸資産（純額） 173,577 172,188

保険積立金 177,475 177,475

ゴルフ会員権 16,500 16,500

店舗賃借仮勘定 61,347 80,256

繰延税金資産 430,104 449,517

その他 13,589 13,349

貸倒引当金 △8,700 △8,700

投資その他の資産合計 4,807,647 5,088,865

固定資産合計 11,543,248 11,961,751

資産合計 14,970,091 16,028,327

負債の部   

流動負債   

買掛金 438,431 476,636

1年内返済予定の長期借入金 ※2  442,932 ※2  404,000

リース債務 95,176 120,258

未払金 570,298 502,295

未払費用 671,260 639,876

未払法人税等 586,965 808,863

未払消費税等 131,940 163,504

前受金 25,000 25,000

預り金 34,648 38,265

前受収益 6,280 4,599

賞与引当金 228,612 221,961

その他 373 673

流動負債合計 3,231,919 3,405,935

固定負債   

長期借入金 ※2  1,185,000 ※2  781,000

リース債務 391,567 387,417

長期未払金 412,820 412,820

長期預り保証金 24,030 24,030

退職給付引当金 335,575 384,516

固定負債合計 2,348,993 1,989,783

負債合計 5,580,913 5,395,719
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,363 1,625,363

新株式申込証拠金 － －

資本剰余金   

資本準備金 1,701,680 1,701,680

資本剰余金合計 1,701,680 1,701,680

利益剰余金   

利益準備金 38,663 38,663

その他利益剰余金   

別途積立金 2,694,445 2,694,445

繰越利益剰余金 3,351,379 4,592,035

利益剰余金合計 6,084,487 7,325,143

自己株式 △11,716 △11,750

株主資本合計 9,399,814 10,640,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,635 △7,829

評価・換算差額等合計 △10,635 △7,829

純資産合計 9,389,178 10,632,607

負債純資産合計 14,970,091 16,028,327

㈱ハイデイ日高（7611）　平成23年2月期決算短信（非連結） 

9



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 22,680,591 24,827,390

売上原価   

期首店舗食材たな卸高 95,288 95,312

当期店舗食材製造原価 2,248,567 2,395,871

当期店舗食材仕入高 3,823,893 4,112,001

合計 6,167,749 6,603,186

期末店舗食材たな卸高 95,312 105,150

売上原価合計 6,072,436 6,498,036

売上総利益 16,608,154 18,329,354

販売費及び一般管理費 ※1  14,304,182 ※1  15,224,608

営業利益 2,303,971 3,104,746

営業外収益   

受取利息 1,547 1,691

受取配当金 3,165 3,422

受取手数料 1,003 1,114

受取賃借料 11,885 16,317

雑収入 14,530 13,326

営業外収益合計 32,132 35,872

営業外費用   

支払利息 28,525 29,318

株式交付費 350 －

固定資産除却損 ※2  74,471 ※2  31,217

雑損失 10,700 21,032

営業外費用合計 114,047 81,567

経常利益 2,222,057 3,059,051

特別利益   

受取補償金 30,250 －

投資有価証券受贈益 － 5,230

補助金収入 48,800 1,532

その他 3,554 －

特別利益合計 82,604 6,762

特別損失   

固定資産売却損 ※3  6,790 ※3  26,587

固定資産除却損 ※4  82,196 ※4  72,894

固定資産圧縮損 48,800 1,532

リース解約損 46,568 7,079

減損損失 － ※5  188,174

その他 19,164 －

特別損失合計 203,519 296,268

税引前当期純利益 2,101,141 2,769,544

法人税、住民税及び事業税 961,154 1,226,078

法人税等調整額 △41,311 △33,357

法人税等合計 919,842 1,192,721

当期純利益 1,181,298 1,576,823
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 （脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28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      1,601,716  71.2    1,736,733  72.5

Ⅱ 労務費      239,346  10.7    239,444  10.0

Ⅲ 経費 ※１    407,504  18.1    419,693  17.5

当期総製造費用      2,248,567  100.0    2,395,871  100.0

当期店舗食材製造原価      2,248,567      2,395,871   

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

減価償却費 55,487千円 

リース料 51,526  

消耗品費 59,950  

電力料 23,367  

減価償却費 52,503千円 

リース料 43,632  

消耗品費 58,919  

電力料 24,832  

２ 原価計算の方法 ２ 原価計算の方法 

 当社の原価計算の方法は、実際総合原価計算であり

ます。なお、仕掛品はありません。 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,580,193 1,625,363

当期変動額   

新株の発行 45,169 －

当期変動額合計 45,169 －

当期末残高 1,625,363 1,625,363

新株式申込証拠金   

前期末残高 1,742 －

当期変動額   

新株の発行 △1,742 －

当期変動額合計 △1,742 －

当期末残高 － －

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,656,614 1,701,680

当期変動額   

新株の発行 45,066 －

当期変動額合計 45,066 －

当期末残高 1,701,680 1,701,680

資本剰余金合計   

前期末残高 1,656,614 1,701,680

当期変動額   

新株の発行 45,066 －

当期変動額合計 45,066 －

当期末残高 1,701,680 1,701,680

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 38,663 38,663

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,663 38,663

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,694,445 2,694,445

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,694,445 2,694,445

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,435,453 3,351,379

当期変動額   

剰余金の配当 △265,373 △336,166

当期純利益 1,181,298 1,576,823

当期変動額合計 915,925 1,240,656

当期末残高 3,351,379 4,592,035
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,168,561 6,084,487

当期変動額   

剰余金の配当 △265,373 △336,166

当期純利益 1,181,298 1,576,823

当期変動額合計 915,925 1,240,656

当期末残高 6,084,487 7,325,143

自己株式   

前期末残高 △11,671 △11,716

当期変動額   

自己株式の取得 △44 △34

当期変動額合計 △44 △34

当期末残高 △11,716 △11,750

株主資本合計   

前期末残高 8,395,439 9,399,814

当期変動額   

新株の発行 88,493 －

剰余金の配当 △265,373 △336,166

当期純利益 1,181,298 1,576,823

自己株式の取得 △44 △34

当期変動額合計 1,004,374 1,240,622

当期末残高 9,399,814 10,640,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △7,299 △10,635

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,336 2,806

当期変動額合計 △3,336 2,806

当期末残高 △10,635 △7,829

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △7,299 △10,635

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,336 2,806

当期変動額合計 △3,336 2,806

当期末残高 △10,635 △7,829

純資産合計   

前期末残高 8,388,140 9,389,178

当期変動額   

新株の発行 88,493 －

剰余金の配当 △265,373 △336,166

当期純利益 1,181,298 1,576,823

自己株式の取得 △44 △34

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,336 2,806

当期変動額合計 1,001,037 1,243,429

当期末残高 9,389,178 10,632,607
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,101,141 2,769,544

減価償却費 808,511 915,251

減損損失 － 188,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,681 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,660 △6,651

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,405 48,940

受取利息及び受取配当金 △5,402 △5,804

支払利息 28,525 29,318

固定資産除売却損益（△は益） 134,527 116,078

受取補償金 △30,250 －

補助金収入 △48,800 △1,532

固定資産圧縮損 48,800 1,532

売上債権の増減額（△は増加） △5,740 △7,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,579 △9,342

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,603 △34,749

仕入債務の増減額（△は減少） 32,182 38,205

その他の流動負債の増減額（△は減少） 271,014 12,022

その他 20,618 4,802

小計 3,374,330 4,058,475

利息及び配当金の受取額 5,408 5,821

利息の支払額 △29,181 △28,560

補償金受取額 30,250 －

法人税等の支払額 △861,811 △1,010,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,518,996 3,025,710

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,038,098 △1,131,967

有形固定資産の売却による収入 3,100 30,142

無形固定資産の取得による支出 △22,782 △20,364

補助金収入 48,800 1,532

投資有価証券の取得による支出 △33,450 △8,800

投資有価証券の売却による収入 35,742 8,804

敷金及び保証金の差入による支出 △439,730 △584,528

敷金及び保証金の回収による収入 53,141 108,965

その他 △7,405 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,400,683 △1,596,225

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △633,208 △442,932

リース債務の返済による支出 △51,862 △113,962

自己株式の取得による支出 △44 △34

ストックオプションの行使による収入 88,493 －

配当金の支払額 △265,018 △335,121

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,639 △892,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 956,674 537,434

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,070 2,783,744

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,783,744 ※1  3,321,178
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 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21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28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 

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 

  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 たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

店舗食材 

  生産品 総平均法による原価法（収益性の

     低下に基づく簿価切下げの方法）

 購入品 月次総平均法による原価法（収益

     性の低下に基づく簿価切下げの方

     法）   

店舗食材 

  生産品 総平均法による原価法（収益性の

     低下に基づく簿価切下げの方法）

 購入品 月次総平均法による原価法（収益

     性の低下に基づく簿価切下げの方

     法） 

  原材料 

 月次総平均法による原価法（収益性の低下

 に基づく簿価切下げの方法）  

原材料 

 月次総平均法による原価法（収益性の低下

 に基づく簿価切下げの方法） 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿

 価切下げの方法）  

（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、評価基準は原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響はありません。 

貯蔵品 

  最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿

  価切下げの方法）  
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

３ 固定資産の減価償却

の方法 

有形固定資産及び賃貸資産（リース資産を除

く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

有形固定資産及び賃貸資産（リース資産を除

く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  店舗建物 10年～20年 

工場建物 38年 

店舗建物 10年～20年 

工場建物 38年  

  （追加情報）  

法人税法の改正を契機に、耐用年数の見直し

を行った結果、当事業年度より機械装置の耐

用年数の変更を行っております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。  

  

  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

自社利用ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  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、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、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。  

リース資産 

         同左  

  長期前払費用 

均等償却 

長期前払費用 

同左 

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。

───── 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

５ 引当金の計上基準     

(1）貸倒引当金 債権の貸倒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。 

同左 

(2）賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

同左 

(3）退職給付引当金 従業員の退職給付に充てるため、当期末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき、当期末

において発生していると認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異は、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（５年）

による定額法により、翌期から費用処理する

こととしております。  

過去勤務債務は、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（５年）によ

る定額法により、費用処理することとしてお

ります。 

従業員の退職給付に充てるため、当期末にお

ける退職給付債務の見込額に基づき、当期末

において発生していると認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異は、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（５年）

による定額法により、翌期から費用処理する

こととしております。  

過去勤務債務は、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（５年）によ

る定額法により、費用処理することとしてお

ります。  

  （追加情報）   

平成21年4月1日より退職一時金制度の一部

について確定給付年金制度に移行しており

ます。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。  

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「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。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。  

６ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資であります。 

同左 

７ その他財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

 （リース取引に関する会計基準等の適用） 

 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。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利 

 益に与える影響は軽微であります。  

─────   

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年２月28日） 

当事業年度 
（平成23年２月28日） 

※１ 店舗食材等 ※１ 店舗食材等 

店舗食材 店舗において直接調理・加工され消

費される食材であります。 

原材料 工場加工センターにおいて調理・加

工される食材であります。 

同左 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

長期借入金 千円(1年以内に返済予定の長期

借入金 千円を含む）に対して、下記の資産を

担保に供しております。 

414,000

84,000

長期借入金 千円(1年以内に返済予定の長期

借入金 千円を含む）に対して、下記の資産を

担保に供しております。 

330,000

84,000

建物 429,815千円 

土地 400,180  

計 829,995  

建物 417,853千円 

土地 400,180  

計 818,033  

 ※３ 圧縮記帳 

    固定資産のうち国庫補助金による圧縮記帳額は次の

    とおりであり、貸借対照表計上額は下記の圧縮記帳

    額を控除しております。  

  

工具、器具及び備品 48,600千円 

ソフトウェア 200  

計 48,800  

 ※３ 圧縮記帳 

    固定資産のうち国庫補助金による圧縮記帳額は次の

    とおりであり、貸借対照表計上額は下記の圧縮記帳

    額を控除しております。  

  

建物 1,532千円 

工具、器具及び備品 47,000  

ソフトウェア 200  

計 48,732  
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合 

      は ％であります。主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

95

5

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合 

      は ％であります。主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

94

6

役員報酬 120,786千円 

給与手当 6,553,656  

賞与引当金繰入額 221,141  

退職給付費用 126,293  

賃借料 2,807,547  

水道光熱費 1,191,725  

減価償却費 749,313  

役員報酬 131,820千円 

給与手当 6,911,408  

賞与引当金繰入額 215,932  

退職給付費用 130,313  

賃借料 2,982,640  

水道光熱費 1,304,160  

減価償却費 858,512  

※２ 店舗リニューアルに係る費用であります。 ※２                    同左 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 3,277 千円

機械及び装置 3,433  

工具、器具及び備品  79  

  計 6,790  

建物 22,247 千円

機械及び装置 1,928  

工具、器具及び備品他  2,411  

  計 26,587  

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 59,972千円 

構築物 56  

工具、器具及び備品 1,449  

保証金及び長期前払費用 8,722  

解体撤去費用他 11,995  

計 82,196  

建物 59,721千円 

機械及び装置 547  

工具、器具及び備品 2,499  

保証金及び長期前払費用 6,131  

解体撤去費用他 3,995  

計 72,894  
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前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

───── ※５ 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ました。  

    場所   用途  種類  減損損失 

 （千円）

 東京都 

 世田谷区

 店舗 建物 

リース資産等 

11,811

 埼玉県 

 さいたま市

 売却資産 土地等  176,363

     合計 188,174

  当社は、キャッシュフローを生み出す最小単位とし

て店舗を基本単位としたグルーピングを行ってお

り、売却予定資産については個別の物件ごとにグル

ーピングを行っております。  

閉鎖が決定した営業店舗について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額11,811千円を減損

損失として特別損失に計上しております。回収可能

価額は使用価値により算定しておりますが、予想さ

れる使用期間が短期であるため割引計算は行ってお

りません。  

また、共用資産である事務所については、売却が決

定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額176,363千円を減損損失として特別損失

に計上しております。回収可能価額は正味売却価額

によっており、正味売却価額は売買契約に基づく売

却代金から諸経費を控除して算定しております。 
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前事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 発行済株式の当事業年度の株式数の増加は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。 

    ２ 自己株式の当事業年度の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

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）

  
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  11,510,394  103,600  －  11,613,994

合計  11,510,394  103,600  －  11,613,994

自己株式         

普通株式  21,983  40  －  22,023

合計  21,983  40  －  22,023

  
（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４月23日 

取締役会 
普通株式  137,860  12 平成21年２月28日 平成21年５月28日 

平成21年10月１日 

取締役会 
普通株式  127,512  11 平成21年８月31日 平成21年11月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年４月22日 

取締役会 
普通株式  162,287  利益剰余金  14 平成22年２月28日 平成22年５月27日
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当事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の当事業年度の株式数の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

  

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 

 次の通り決議を予定しております。  

  

  
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  11,613,994  －  －  11,613,994

合計  11,613,994  －  －  11,613,994

自己株式         

普通株式  22,023  33  －  22,056

合計  22,023  33  －  22,056

  
（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22年４月22日 

取締役会 
普通株式  162,287  14 平成22年２月28日 平成22年５月27日 

平成22年９月30日 

取締役会 
普通株式  173,879  15 平成22年８月31日 平成22年11月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年４月22日 

取締役会 
普通株式  173,879  利益剰余金  15 平成23年２月28日 平成23年５月26日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年3月 1日 

至 平成22年2月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年3月 1日 
至 平成23年2月28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 

現金及び預金勘定 2,460,789千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △35,000  

売上預け金 357,954  

現金及び現金同等物 2,783,744  

現金及び預金勘定 3,131,635千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △35,000  

売上預け金 224,543  

現金及び現金同等物 3,321,178  
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前事業年度（平成22年２月28日） 

 1.その他有価証券で時価のあるもの 

 2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  3.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  

  

（有価証券関係）

  取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

株式  5,301  8,210  2,908

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  5,301  8,210  2,908

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

株式  55,464  34,683  △20,780

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  55,464  34,683  △20,780

合計  60,765  42,893  △17,872

区分 種類 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

  

非上場株式 

社債  

 

   

50,000

30,000

     区分 
    1年以内 

   （千円）  

   1年超５年以内 

     （千円）  

  ５年超10年以内 

    （千円） 

     10年超 

       （千円）  

 債券                                         

  社債           －         20,000          10,000           －

         合計           －         20,000         10,000           －
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当事業年度（平成23年２月28日） 

 1.その他有価証券 

（注）非上場株式及び債券（貸借対照表計上額80,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

   困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  

 2.当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日）  

  貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

株式  14,016  10,481  3,534

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  14,016  10,481  3,534

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

株式  38,773  55,464  △16,690

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  38,773  55,464  △16,690

合計  52,789  65,945  △13,155

     種類     売却額（千円）      売却益の合計額（千円）   売却損の合計額（千円） 

 株式           8,880              80             －

         合計            8,880               80                －
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前事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職一時金制度を採用しております。 

なお、平成21年4月1日より退職一時金制度の一部について確定給付年金制度に移行しております。この変

更に伴う損益への影響はありません。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務等の計算基礎 

（退職給付関係）

(1) 退職給付債務  千円 △564,070

(2) 年金資産  58,397

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)  △505,672

(4) 未認識数理計算上の差異  99,802

(5) 未認識過去勤務債務  70,294

(6) 前払年金費用   －

(7) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5)－(6)  △335,575

(1) 勤務費用    千円 68,663

(2) 利息費用  7,756

(3) 数理計算上の差異の費用処理額  31,570

(4) 期待運用収益   △410

(5) 過去勤務債務の費用処理額  21,387

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)  128,968

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率     ％ 1.5

       (3) 期待運用収益率     ％ 1.25

(4) 数理計算上の差異の処理年数   ５年 

(5) 過去勤務債務の処理年数   ５年 
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当事業年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職給付制度として退職一時金制度と確定給付型の年金制度を採用しております。 

  なお、平成21年4月1日より退職一時金制度の一部について確定給付年金制度に移行しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務等の計算基礎 

(1) 退職給付債務  千円 △628,799

(2) 年金資産  116,227

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)  △512,571

(4) 未認識数理計算上の差異  80,558

(5) 未認識過去勤務債務  47,496

(6) 前払年金費用   －

(7) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5)－(6)  △384,516

(1) 勤務費用    千円 72,468

(2) 利息費用  8,469

(3) 数理計算上の差異の費用処理額  30,222

(4) 期待運用収益   △650

(5) 過去勤務債務の費用処理額  22,797

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)  133,307

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率     ％ 1.5

       (3) 期待運用収益率     ％ 1.25

(4) 数理計算上の差異の処理年数   ５年 

(5) 過去勤務債務の処理年数   ５年 
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内

訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内

訳 

(繰延税金資産） (繰延税金資産） 

(1）流動の部 (1）流動の部 

賞与引当金 92,565千円 

未払事業税等 60,253  

法定福利費繰入否認  13,261  

 その他 13,166  

  計 179,246  

賞与引当金 89,872千円 

未払事業税等 73,935  

法定福利費繰入否認  13,542  

 その他 13,931  

  計 191,281  

(2）固定の部 (2）固定の部 

退職給付引当金 135,874千円 

未払役員退職慰労金 167,150  

一括償却資産 12,190  

ゴルフ会員権評価損 19,331  

減損損失 73,389  

貸倒引当金 3,522  

減価償却超過額  11,408  

その他有価証券評価差額金 8,414  

  計 431,282  

 繰延税金資産合計 610,529  

退職給付引当金 155,690千円 

未払役員退職慰労金 167,150  

一括償却資産 16,627  

ゴルフ会員権評価損 19,331  

減損損失 72,178  

貸倒引当金 3,522  

減価償却超過額  9,689  

その他有価証券評価差額金 6,758  

  計 450,948  

 繰延税金資産合計 642,230  

(繰延税金負債）  (繰延税金負債）  

   

その他有価証券評価差額金 △1,177千円 

繰延税金負債合計 △1,177  

差引：繰延税金資産の純額 609,351  

   

その他有価証券評価差額金 △1,431千円 

繰延税金負債合計 △1,431  

差引：繰延税金資産の純額 640,799  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因 

法定実効税率 40.5％ 

（調整）     

交際費等一時差異でない項目 0.4  

住民税均等割額 2.9  

その他  0.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.8  

法定実効税率 40.5％ 

（調整）     

交際費等一時差異でない項目 0.4  

住民税均等割額 2.0  

その他  0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1  
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 （注） 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の算定上の基礎は次のとおりであります。 

（開示の省略） 

リース取引関係、金融商品関係、デリバティブ取引関係、ストック・オプション等関係、持分法損益等、関連当事者情

報、賃貸等不動産関係に関する注記事項ついては、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

示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額  809.97円 

１株当たり当期純利益  102.12円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  102.09円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  917.24円 

１株当たり当期純利益  136.03円 

項目 
前事業年度 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）    1,181,298    1,576,823

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）  1,181,298  1,576,823

普通株式の期中平均株式数（千株）    11,568    11,591

当期純利益調整額 (千円)  ―  ―

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内訳(千株) 

 新株予約権    2    ―

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 

 ― ― 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

該当事項はありません。  同左 
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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 

任期満了に伴う再選取締役候補  

(注)内田徳男及び吉田隆行の両氏は、社外取締役の候補者であります。 

補欠監査役候補  

③就任予定日 

平成23年5月25日   

①業態別売上高                                          （単位：千円） 

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.各業態の店舗数は、当該期末時点の数値を記載しております。 

3.「日高屋」は、「中華そば日高屋」「中華食堂日高屋」「来来軒」を含めております。 

4.「その他業態」は、「焼鳥日高」「武蔵野うどん」等を含めております。 

5.「その他」は、工場卸売・小売及び社員向けの売上高、FC向けの売上高を含めております。 

５．その他

(1)役員の異動

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名 

代表取締役 取締役会長 神田 正 代表取締役 取締役会長 

代表取締役 取締役社長 高橋 均 代表取締役 取締役社長 

取締役 専務執行役員 町田 功 取締役 専務執行役員 

取締役 専務執行役員  田辺喜雄 取締役 専務執行役員 

取締役 常務執行役員 有田 明 取締役 常務執行役員 

取締役  内田徳男 取締役 

取締役  吉田隆行 取締役 

予 定 さ れ る 役職 氏 名 現 役 職 

補欠監査役 井上能裕 弁護士（丸の内総合法律事務所） 

(2)販売の状況等

業態区分 

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

店舗数 金額 構成比 店舗数 金額 構成比 

        ％       ％ 

日高屋  236  21,938,179  96.7  257  23,919,168  96.3

その他業態  13  649,344  2.9  15  821,874  3.3

その他  －  93,067  0.4 －  86,347  0.4

計  249  22,680,591  100.0  272  24,827,390  100.0
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②地域別売上高                                         （単位：千円） 

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

2.地域別売上高の店舗数は、当該期末時点の数値を記載しております。 

③開設店舗及び閉鎖店舗 

〔開設店舗〕 

〔閉鎖店舗〕 

（注）店舗名のみは「日高屋」であります。 

地域区分 

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

店舗数 金額 構成比 店舗数 金額 構成比 

      ％     ％ 

東京都  134  12,415,560  54.7  146  13,681,551  55.1

埼玉県  78  6,932,732  30.6  83  7,117,603  28.7

神奈川県  24  2,130,562  9.4  28  2,582,255  10.4

千葉県  13  1,201,735     5.3  15  1,445,980  5.8

計  249  22,680,591       100.0  272  24,827,390  100.0

1. 大塚南口店 9. 千駄ヶ谷店 17. 焼鳥日高 小田急マルシェ大和店 25. 国立南口店 

2. イーサイト上尾店 10. 越谷レイクタウン店 18. 池袋北口駅前店 26. 小田急マルシェ永山店 

3. 朝霞東口店 11. 焼鳥日高 越谷レイクタウン店 19. 志木南口店 27. JR馬橋東口店 

4. 門前仲町不動前店 12. 鶯谷店 20. 鶴見シークレイン店 28. 八王子南口店 

5. 中山北口店 13. 駒澤大学駅前店 21. 立川曙町店 29. 北越谷ファイン店 

6. 南千住店 14. 成瀬店 22. 町田中央店 30. 国分寺北口店 

7. 元住吉駅前店 15. 茗荷谷店 23. 新所沢東口店 31. 神楽坂外堀通店 

8. 本八幡北口店 16. 小田急マルシェ大和店 24. 武蔵小金井南口店     

1. 北千住西口店 3. 神楽坂店 5.下北沢北口店 7.焼鳥日高 立川南口２号店 

2. 焼鳥日高 浅草橋店 4. 武蔵野うどん うまかっぺ 川口駅東口店 6.大船仲通店 8.焼鳥日高 越谷レイクタウン店 
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