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（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 ％ 

24年2月期  27,406  10.4  3,300  6.3  3,248  6.2  1,624  3.0

23年2月期  24,827  9.5  3,104  34.8  3,059  37.7  1,576  33.5

  
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 ％ ％ ％ 

24年2月期  140.16  －  14.4  19.3  12.0

23年2月期  136.03  －  15.8  19.7  12.5

（参考）持分法投資損益 24年2月期 －百万円 23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 

24年2月期  17,655  11,907  67.4  1,027.19

23年2月期  16,028  10,632  66.3  917.24

（参考）自己資本 24年2月期 11,907百万円 23年2月期 10,632百万円

  
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 

24年2月期  3,281  △2,420  △873  3,308

23年2月期  3,025  △1,596  △892  3,321

  
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 ％ ％

23年2月期 －  15.00 － 15.00 30.00  347 22.1 3.5

24年2月期 －  15.00 － 20.00 35.00  405 25.0 3.6

25年2月期（予想） －  16.00 － 16.00 32.00   22.6  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  14,900  12.8  1,900  8.8  1,880  7.8  1,080  28.0  77.64

通期  30,200  10.2  3,570  8.2  3,500  7.7  1,970  21.3  141.62



４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

  

 （注）詳細は、17ページ (7）会計処理方法の変更をご覧ください。 
  

（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。  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続きは終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

2.平成24年2月29日現在の株主に対し平成24年3月1日付をもって、普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割してお

ります。なお、「３．平成25年2月期の業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮してお

ります。   

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） 24年2月期 11,613,994株 23年2月期 11,613,994株

②  期末自己株式数 24年2月期 22,112株 23年2月期 22,056株

③  期中平均株式数 24年2月期 11,591,892株 23年2月期 11,591,950株
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(1）経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、3月に発生した東日本大震災により経済活動に甚大な影響がもたらされました。その

後サプライチェーンの回復による生産活動の持ち直しも見られましたが、欧州金融危機の発生や歴史的な円高の進

行、タイの洪水による一部企業の生産活動の停滞などにより、消費を取り巻く環境は厳しく、先行きが不透明な状況

で推移しました。 

外食産業におきましては、震災直後の自粛ムードは薄れつつあるものの、市場規模そのものの縮小傾向に加え、低

価格競争や異業種との競争激化も続いており厳しい状況でありました。 

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、サービス水準の向上や着実な新規出店を

行い、収益拡大を図ってまいりました。 

店舗展開については、30店舗出店し、地域別では、東京都14店舗、埼玉県5店舗、神奈川県4店舗、千葉県7店舗と

なりました。一方、退店は5店舗行いましたので、当期末の総店舗数は297店舗となりました。なお、FC3店舗を含め

ますと300店舗を達成することができ、株式公開時の目標であった店舗数300店舗を達成することができました。 

販売面においては、季節に応じたメニュー投入（6月には東北地方の製麺会社の麺を使用した「盛岡冷麺」、11月

には「チゲ味噌ラーメン」）、主力商品である「餃子」を6個200円（従来は5個で190円）にボリュームアップなど行

いました。9月には、当社の生産物流の拠点である行田工場や「日高屋」のメニューがテレビ番組で取り上げられ、

大きな反響をいただくことが出来ました。ご来店くださったお客様に引き続きご利用いただけるように、商品力と店

舗サービスレベルの強化に努めてまいりました。 

既存店舗の動向としては、3月から5月までは苦戦いたしましたが、6月以降は回復傾向が見られたことに加え、テ

レビ番組の効果もあり、既存店の売上高前年同期比は100.5％となりました。 

生産・原価面につきましては、生ビールの販売価格引下げなどの影響などにより、当期の原価率は26.4％となり、

前期比0.2ポイント上昇しました。 

販売費及び一般管理費につきましては、新店舗が30店舗となり前期とほぼ同数であったことや、人員配置の効率化

などにより対売上高比は61.6%となりました。 

この結果、当期の売上高は 百万円（前期比10.4％増）、営業利益は33億円(前期比6.3％増)、経常利益は

百万円（前期比6.2％増）と増収増益になり、営業利益・経常利益とも9期連続で過去最高益を更新しました。

特別損失には5店舗の閉鎖に伴う固定資産除却損など3億13百万円を計上しましたので、当期純利益は 百万円

（前期比3.0％増）となりました。 

  

 （次期の見通し） 

今後の経済動向は、政府の景気対策などにより緩やかな持ち直し傾向が続くものと思われますが、雇用環境は依然

として厳しいなど、個人消費の回復にはなお時間がかかるものと思われます。 

このような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引き続き努めてまいります。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、「日高屋」ブランドの向上に

努めてまいります。首都圏600店舗を実現するために、行田工場の増設に着手し、平成25年の稼動開始を目指しま

す。 

既存店の売上高は3月～5月については東日本大震災直後の落ち込みからの回復を考慮して計算しております。6月

以降は、前期比100％の達成を目標としております。売上原価については、食材の上昇を考慮し、26.7%で計画してお

ります。販売費及び一般管理費は今後の出店増に対応するための募集費や人件費増加を考慮して計画しております。

これらの施策により、売上高については302億円を計画し、営業利益は35億70百万円、経常利益は35億円、当期純

利益19億70百万円を見込んでおります。  

   

(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16億27百万円増加いたしました。これは主に預金の増加

及び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3億53百万円増加いたしました。これは主に資産除去債務によるも

のであります。  

純資産合計は、 百万円となり前期末に比べ12億74百万円増加し、これらの結果、自己資本比率は67.4%（前

期末66.3%）となりました。 

  

１．経営成績

274億6

32億48

16億24

176億55

57億48

119億7
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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32億81百万円（前期は30億25百万円）となり、前期に比べて2億55百万円の増加

となりました。これは、税引前当期純利益が1億65百万円増加したことなどによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は24億20百万円（前期は15億96百万円）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10億34百万円（前期は11億31百万円）、敷金及び保証金の差入による支出3億

29百万円（前期は5億84百万円）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8億73百万円（前期は8億92百万円）となりました。これは長期借入金の返済4億4

百万円（前期は4億42百万円）、配当金の支払額3億47百万円（前期は3億35百万円）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12百万円減少し、33億8百万円となりまし

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。なお、平

成24年2月期の株価は権利落ち後の株価で算出しております。 

※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方針であり、平成24

年2月29日を基準日とし、普通株式１株につき1.2株の割合をもって株式分割を実施しております。 

配当性向については今後の新規出店や工場増設などの設備投資を考慮し、25%を目処としております。  

当期の配当につきましては、平成23年11月7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20円と

させていただく予定であります。 

期末配当20円のうち5円は、株式公開時の目標であった300店舗を実現することができましたので、これを記念して

の記念配当であります。 

次期の配当につきましては、中間配当16円、期末配当16円を計画しております。 

  

  平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期 平成24年2月期 

自己資本比率(%)  65.3  62.7  66.3  67.4

時価ベースの自己資本比率(%)  85.5  75.7  97.1  82.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  0.8  0.6  0.6  0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  90.6  86.3  105.9  156.1
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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首都圏で展開しておりま

す。平成24年2月末現在、東京都156店舗、埼玉県87店舗、神奈川県32店舗、千葉県22店舗の計297店舗を駅前繁華街

等に出店しており、業態別では「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ますが、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人財の確保等について  

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、人財の確

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24年2月末現在297店舗中294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24年2月末現在21.9%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衛生管理及び製造機能の集中等について  

当社は、衛生管理につきまして、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

生法における麺類製造業、惣菜製造業並びに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、営業許可の更新は所定の更新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営業許可は更新されず、不適事項について改善のうえ再検査

を行い、基準に適合する必要があります。  

また、当社では、食材の購買並びに麺・餃子・調味料などの製造を行田工場（埼玉県行田市）に集約しておりま

す。食材の購買においては、食材の成分表及び一般生菌検査表の確認等厳正な品質管理及び衛生管理を実施しており

ますが、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、営業許可が取消又は停止されることがあります。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、当社の製造機能等は行田工場のみでありますので、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。また、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。 

加えて当社における衛生問題のみならず、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も、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24年2月末現在において5,278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。  
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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、人口の減少を迎え大幅な成長は期待できないものと思われます。外食業界を取り巻く環境に

おいても、市場規模の縮小、所得環境の悪化など依然として厳しいものと予想されます。 

当社は創業以来、首都圏一都三県の駅前繁華街を中心に出店を行い、おかげさまで300店舗を達成することができ

ました。今後の目標店舗数については、最近の出店状況等を踏まえ以前の目標であった500店舗から600店舗へ見直し

を行いました。出店地域は、今後も首都圏一都三県の駅前繁華街とし、「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、600店舗体制に対

応した行田工場の増設に着工いたします。 

②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600店舗体制の実現を図る。 

③「Ｑ（味）、Ｓ（サービス）、Ｃ（清潔・安全）」の向上を推進し、「日高屋」ブランドの向上を目指す。 

④就業環境の着実な改善と、優秀人財の確保や人財育成の取組みを継続して行う。 

  

(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23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,635 4,210,792

売上預け金 224,543 202,911

売掛金 19,791 19,783

有価証券 20,000 －

店舗食材 ※1  105,150 ※1  116,045

原材料及び貯蔵品 ※1  17,402 ※1  23,453

前払費用 292,643 300,869

繰延税金資産 191,281 194,092

その他 64,127 78,880

流動資産合計 4,066,575 5,146,828

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2, ※3  7,009,928 ※2, ※3  7,789,395

減価償却累計額 △2,829,892 △3,348,563

建物（純額） 4,180,035 4,440,832

構築物 46,201 46,338

減価償却累計額 △29,633 △32,252

構築物（純額） 16,568 14,085

機械及び装置 328,159 500,626

減価償却累計額 △94,686 △205,794

機械及び装置（純額） 233,473 294,831

車両運搬具 3,596 3,596

減価償却累計額 △2,979 △3,486

車両運搬具（純額） 616 110

工具、器具及び備品 ※3  758,628 ※3  1,000,278

減価償却累計額 △477,092 △650,568

工具、器具及び備品（純額） 281,535 349,710

土地 ※2  1,561,765 ※2  1,561,765

リース資産 664,452 635,953

減価償却累計額 △169,714 △278,038

リース資産（純額） 494,738 357,914

建設仮勘定 27,509 121,467

有形固定資産合計 6,796,243 7,140,718

無形固定資産   

商標権 433 300

ソフトウエア ※3  64,259 ※3  84,928

電話加入権 10,275 10,275

その他 1,674 1,499

無形固定資産合計 76,642 97,004
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 112,789 74,113

出資金 446 446

長期前払費用 319,080 304,346

敷金及び保証金 3,755,961 3,873,820

賃貸資産 333,842 333,842

減価償却累計額 △161,654 △162,928

賃貸資産（純額） 172,188 170,914

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 80,256 75,709

繰延税金資産 449,517 523,668

その他 13,349 63,109

貸倒引当金 △8,700 △8,700

投資その他の資産合計 5,088,865 5,271,403

固定資産合計 11,961,751 12,509,126

資産合計 16,028,327 17,655,955

負債の部   

流動負債   

買掛金 476,636 576,316

1年内返済予定の長期借入金 ※2  404,000 ※2  344,000

リース債務 120,258 119,880

未払金 502,295 701,300

未払費用 639,876 729,355

未払法人税等 808,863 776,816

未払消費税等 163,504 164,896

前受金 25,000 25,000

預り金 38,265 61,679

前受収益 4,599 6,540

賞与引当金 221,961 231,132

資産除去債務 － 1,153

その他 673 27,599

流動負債合計 3,405,935 3,765,670

固定負債   

長期借入金 ※2  781,000 ※2  437,000

リース債務 387,417 266,131

長期未払金 412,820 412,660

長期預り保証金 24,030 24,830

退職給付引当金 384,516 435,862

資産除去債務 － 406,706

固定負債合計 1,989,783 1,983,189

負債合計 5,395,719 5,748,859
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,363 1,625,363

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 4,592,035 5,869,001

利益剰余金合計 7,325,143 8,602,109

自己株式 △11,750 △11,822

株主資本合計 10,640,437 11,917,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,829 △10,235

評価・換算差額等合計 △7,829 △10,235

純資産合計 10,632,607 11,907,095

負債純資産合計 16,028,327 17,655,955
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 24,827,390 27,406,294

売上原価   

期首店舗食材たな卸高 95,312 105,150

当期店舗食材製造原価 2,395,871 2,585,131

当期店舗食材仕入高 4,112,001 4,657,834

合計 6,603,186 7,348,116

期末店舗食材たな卸高 105,150 116,045

売上原価合計 6,498,036 7,232,070

売上総利益 18,329,354 20,174,223

販売費及び一般管理費 ※1  15,224,608 ※1  16,873,656

営業利益 3,104,746 3,300,567

営業外収益   

受取利息 1,691 1,790

受取配当金 3,422 4,565

受取手数料 1,114 1,373

受取賃借料 16,317 14,581

雑収入 13,326 9,723

営業外収益合計 35,872 32,034

営業外費用   

支払利息 29,318 21,713

固定資産除却損 ※2  31,217 ※2  52,448

雑損失 21,032 9,618

営業外費用合計 81,567 83,780

経常利益 3,059,051 3,248,821

特別利益   

投資有価証券受贈益 5,230 －

補助金収入 1,532 －

特別利益合計 6,762 －

特別損失   

固定資産売却損 ※3  26,587 －

固定資産除却損 ※4  72,894 ※3  25,552

固定資産圧縮損 1,532 －

リース解約損 7,079 147

投資有価証券評価損 － 25,963

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 194,785

減損損失 ※5  188,174 ※4  35,658

災害による損失 － ※5  31,585

特別損失合計 296,268 313,692

税引前当期純利益 2,769,544 2,935,129

法人税、住民税及び事業税 1,226,078 1,387,061

法人税等調整額 △33,357 △76,654

法人税等合計 1,192,721 1,310,406

当期純利益 1,576,823 1,624,722
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 （脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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      1,736,733  72.5    1,909,070  73.9

Ⅱ 労務費      239,444  10.0    243,888  9.4

Ⅲ 経費 ※１    419,693  17.5    432,172  16.7

当期総製造費用      2,395,871  100.0    2,585,131  100.0

当期店舗食材製造原価      2,395,871      2,585,131   

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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 52,503千円 

リース料 43,632  

消耗品費 58,919  

電力料 24,832  

減価償却費 71,621千円 

修繕費 20,689  

消耗品費 65,878  

電力料 28,269  

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22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,625,363 1,625,363

当期末残高 1,625,363 1,625,363

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,701,680 1,701,680

当期末残高 1,701,680 1,701,680

資本剰余金合計   

前期末残高 1,701,680 1,701,680

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

当期末残高 2,694,445 2,694,445

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,351,379 4,592,035

当期変動額   

剰余金の配当 △336,166 △347,757

当期純利益 1,576,823 1,624,722

当期変動額合計 1,240,656 1,276,965

当期末残高 4,592,035 5,869,001

利益剰余金合計   

前期末残高 6,084,487 7,325,143

当期変動額   

剰余金の配当 △336,166 △347,757

当期純利益 1,576,823 1,624,722

当期変動額合計 1,240,656 1,276,965

当期末残高 7,325,143 8,602,109

自己株式   

前期末残高 △11,716 △11,750

当期変動額   

自己株式の取得 △34 △71

当期変動額合計 △34 △71

当期末残高 △11,750 △11,822

株主資本合計   

前期末残高 9,399,814 10,640,437

当期変動額   

剰余金の配当 △336,166 △347,757

当期純利益 1,576,823 1,624,722

自己株式の取得 △34 △71
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当期変動額合計 1,240,622 1,276,893

当期末残高 10,640,437 11,917,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △10,635 △7,829

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,806 △2,406

当期変動額合計 2,806 △2,406

当期末残高 △7,829 △10,235

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △10,635 △7,829

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,806 △2,406

当期変動額合計 2,806 △2,406

当期末残高 △7,829 △10,235

純資産合計   

前期末残高 9,389,178 10,632,607

当期変動額   

剰余金の配当 △336,166 △347,757

当期純利益 1,576,823 1,624,722

自己株式の取得 △34 △71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,806 △2,406

当期変動額合計 1,243,429 1,274,487

当期末残高 10,632,607 11,907,095
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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22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,769,544 2,935,129

減価償却費 915,251 1,081,810

減損損失 188,174 35,658

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,651 9,171

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,940 51,345

受取利息及び受取配当金 △5,804 △6,937

支払利息 29,318 21,713

固定資産除売却損益（△は益） 116,078 69,243

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,963

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 194,785

補助金収入 △1,532 －

固定資産圧縮損 1,532 －

売上債権の増減額（△は増加） △7,317 7

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,342 △16,946

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,749 1,302

仕入債務の増減額（△は減少） 38,205 99,679

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,022 208,056

その他 4,802 7,963

小計 4,058,475 4,717,945

利息及び配当金の受取額 5,821 6,997

利息の支払額 △28,560 △21,014

法人税等の支払額 △1,010,025 △1,422,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,025,710 3,281,329

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,125,000

定期預金の払戻による収入 － 55,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 30,000

有形固定資産の取得による支出 △1,131,967 △1,034,656

有形固定資産の売却による収入 30,142 3,592

無形固定資産の取得による支出 △20,364 △33,752

補助金収入 1,532 －

投資有価証券の取得による支出 △8,800 －

投資有価証券の売却による収入 8,804 －

敷金及び保証金の差入による支出 △584,528 △329,927

敷金及び保証金の回収による収入 108,965 73,966

その他 △10 △59,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,596,225 △2,420,670

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △442,932 △404,000

リース債務の返済による支出 △113,962 △121,664

自己株式の取得による支出 △34 △71

配当金の支払額 △335,121 △347,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △892,050 △873,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 537,434 △12,475

現金及び現金同等物の期首残高 2,783,744 3,321,178

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,321,178 ※1  3,308,703
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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

（６）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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       同左 

  

 購入品         同左 

  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 

         同左 

  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）  

貯蔵品 

          同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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） 

同左         

  店舗建物 10年～20年 

工場建物 38年  

  

      

  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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

４ 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。 

  （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。  

  

５ 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 

６ 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 

 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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（７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

─────   （資産除去債務に関する会計基準） 

 当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は27,506千円、税引

前当期純利益は220,353千円、それぞれ減少しております。

（８）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29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。 

330,000

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。 

246,000

84,000

建物 417,853千円 

土地 400,180  

計 818,033  

建物 405,890千円 

土地 400,180  

計 806,070  

 ※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  

 ※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 46,800  

ソフトウェア 200  

計 48,532  
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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。 

94

6

※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。 

92

8

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  

役員報酬 135,991千円 

給与手当 7,686,107  

賞与引当金繰入額 225,025  

退職給付費用 132,105  

賃借料 3,217,060  

水道光熱費 1,472,776  

減価償却費 1,006,496  

※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。 ───── 

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。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

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  

建物 18,861千円 

機械及び装置 234  

工具、器具及び備品 1,341  

保証金及び長期前払費用 3,183  

解体撤去費用他 1,932  

計 25,552  
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前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29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。  

※４ 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

 場所   用途  種類  減損損失 

 （千円）

 埼玉県 

 川越市  

 店舗 建物 

リース資産等 

10,908

 東京都 

 国分寺市

 店舗  建物 

機械装置等 

9,464

 東京都 

 世田谷区 

 店舗 建物 

リース資産等 

11,538

 東京都 

 足立区 

 店舗 建物 

リース資産等 

3,747

     合計 35,658

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。 

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

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 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。  

35,658

───── 

  

※５ 災害による損失 

   平成23年３月に発生した東日本大震災による損失を

計上しており、その内訳は次のとおりであります。

  

災害義援金 30,000千円 

災害資産の原状回復費用等 1,585  

計 31,585  
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前事業年度（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 

（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  11,613,994  －  －  11,613,994

合計  11,613,994  －  －  11,613,994

自己株式         

普通株式 （注）  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
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当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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 （注）  22,056  56  －  22,112

合計  22,056  56  －  22,112

  
（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23年４月22日 

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

平成23年９月30日 

取締役会 
普通株式  173,878  15 平成23年８月31日 平成23年11月７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24年４月20日 

取締役会 
普通株式  231,837  利益剰余金  20 平成24年２月29日 平成24年５月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年3月１日 

至 平成23年2月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年3月１日 
至 平成24年2月29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 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  

現金及び預金勘定 4,210,792千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,105,000  

売上預け金 202,911  

現金及び現金同等物 3,308,703  
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前事業年度（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）  

  

（有価証券関係）

  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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当事業年度（平成24年２月29日） 

 １.その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額24,036千円）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。  

  

  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  7,490  5,301  2,188

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  7,490  5,301  2,188

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

株式  42,586  60,644  △18,057

債券  －  －  －

その他  －  －  －

小計  42,586  60,644  △18,057

合計  50,076  65,945  △15,868
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前事業年度（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 

（退職給付関係）

(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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当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29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。 

  

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 △676,826

(2) 年金資産  180,027

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)  △496,798

(4) 未認識数理計算上の差異  36,236

(5) 未認識過去勤務債務  24,699

(6) 前払年金費用   －

(7) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5)－(6)  △435,862

(1) 勤務費用    千円 74,878

(2) 利息費用  9,462

(3) 数理計算上の差異の費用処理額  28,837

(4) 期待運用収益   △1,340

(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)  134,635

(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 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(繰延税金資産） (繰延税金資産） 

(1）流動の部 (1）流動の部 

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  

賞与引当金 93,585千円 

未払事業税等 74,669  

法定福利費繰入否認  14,393  

 その他 11,443  

  計 194,092  

(2）固定の部 (2）固定の部 

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  

退職給付引当金 155,983千円 

未払役員退職慰労金 146,535  

一括償却資産 25,283  

ゴルフ会員権評価損 16,954  

減損損失 71,377  

貸倒引当金 3,089  

減価償却超過額  7,950  

投資有価証券評価損 9,219  

資産除去債務  145,616  

その他有価証券評価差額金  6,410  

  計 588,421  

 繰延税金資産合計 782,513  

(繰延税金負債）  (繰延税金負債）  

   

その他有価証券評価差額金 △1,431千円 

繰延税金負債合計 △1,431  

差引：繰延税金資産の純額 640,799  

   

資産除去債務  △63,976千円 

その他有価証券評価差額金 △776  

繰延税金負債合計 △64,753  

差引：繰延税金資産の純額 717,760  

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 2.0  

その他  0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1  

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 2.1  

その他  1.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6  
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当事業年度末（平成24年２月29日） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

 １.当該資産除去債務の概要 

   事業用店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

 ２.当該資産除去債務の金額の算定方法 

   使用見込期間を取得から主に20年と見積り、割引率は主に2.0％を使用して資産除去債務の金額を計算して 

  おります。  

 ３.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

  （注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び 

    「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を 

     適用したことによる期首時点における残高であります。  

前事業年度 
（平成23年２月28日） 

当事業年度 
（平成24年２月29日） 

３        ───── ３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金

負債の修正 

  平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震

災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117

号）が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年

度より法人税率が変更されることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に

応じて以下のとおりとなります。 

  平成25年2月28日まで 40.49％ 

  平成25年3月1日から平成28年2月29日まで 37.88％ 

  平成28年3月1日以降 35.51％ 

  この税率の変更により繰延税金資産の純額が63,791千

円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整

額の金額が同額増加しております。  

（資産除去債務関係）

  期首残高（注）          千円 371,571

   有形固定資産の取得に伴う増加額            36,985

  時の経過による調整額             6,832

  資産除去債務の履行による減少額           △3,841

  その他の増減額（△は減少）       △3,687

  期末残高       407,859
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 当事業年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年2月29日）  

 当社は、飲食店チェーン関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 （関連情報）  

 当事業年度（自 平成23年3月１日 至 平成24年2月29日）  

 １．製品及びサービスごとの情報  

  飲食店チェーン関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

 ２．地域ごとの情報  

  (1)売上高  

   本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  (2)有形固定資産  

   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 ３．主要な顧客ごとの情報  

  外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先はありません。  

  

 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

 当事業年度（自 平成23年3月１日 至 平成24年2月29日）  

  当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

 当事業年度（自 平成23年3月１日 至 平成24年2月29日）  

  該当事項はありません。  

  

 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

 当事業年度（自 平成23年3月１日 至 平成24年2月29日）  

  該当事項はありません。  

  

 （追加情報）  

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用

しております。 

  

  

 （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。 

（セグメント情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

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 

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  1,027.19円 

１株当たり当期純利益  140.16円 

項目 
前事業年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）    1,576,823    1,624,722

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）  1,576,823  1,624,722

普通株式の期中平均株式数（千株）    11,591    11,591
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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。 

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

────── 平成24年2月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

平成24年3月1日付をもって普通株式1株につき1.2株の割合

をもって株式の分割をします。  

(1) 分割により増加する株式数  

  普通株式  2,322,798株  

(2) 分割方法  

平成24年2月29日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式数を、1株につき

1.2株の割合をもって分割します。  

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期に

おける１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場

合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。  

  

前事業年度 当事業年度 

 １株当たり純資産 

 764.37円

１株当たり純資産 

855.99円

１株当たり当期純利益 

113.36円

１株当たり当期純利益 

116.80円

（開示の省略）
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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 

新任取締役候補 

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。 

任期満了に伴う再選監査役候補  

(注)監査役の藤本 紘、二宮 洋並びに井上能裕の各氏は、社外監査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24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」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

予 定 さ れ る 役職 氏 名 現 役 職 

取締役 執行役員 島 需一 執行役員  

予 定 さ れ る 役職 氏 名 現 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 

常勤監査役  藤本 紘 常勤監査役 

監査役 二宮 洋  監査役 

監査役 井上能裕 監査役  

予 定 さ れ る 役職 氏 名 現 役 職 

補欠監査役 太田大三  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22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

店舗数 金額 構成比 店舗数 金額 構成比 

        ％       ％ 

日高屋  257  23,919,168  96.3  281  26,386,932  96.3

その他業態  15  821,874  3.3  16  923,471  3.4

その他 －  86,347  0.4 －  95,890  0.3

計  272  24,827,390  100.0  297  27,406,294  100.0

㈱ハイデイ日高（7611）　平成24年2月期決算短信（非連結） 

30



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。「鳥通 蕨東口店」は「焼鳥日高」に業態変更しております。 

地域区分 

前事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

店舗数 金額 構成比 店舗数 金額 構成比 

      ％     ％ 

東京都  146  13,681,551  55.1  156  14,962,269  54.6

埼玉県  83  7,117,603  28.7  87  7,436,989  27.1

神奈川県  28  2,582,255  10.4  32  3,007,788  11.0

千葉県  15  1,445,980  5.8  22  1,999,247  7.3

計  272  24,827,390  100.0  297  27,406,294  100.0

1. 北柏南口店 9. 王子駅前明治通店 17.金沢文庫東口店 25.鳥通 蕨東口店 

2. 下北沢南口店 10. 川越西口店 18.鴨居南口店 26.西千葉南口店 

3. 阪急大井町ガーデン店 11. 西八王子店 19.京急川崎駅前店 27.みずほ台西口店 

4. 渋谷宮下公園前店 12. 竹ノ塚西口店 20.焼鳥日高 御徒町昭和通店 28.柏駅東口店 

5. 千葉富士見店 13. 玉川学園前南口店 21.西船橋北口店 29.新宿御苑前店 

6. 綱島西口店 14. 松戸西口北店 22.飯能駅南口店 30.東銀座店 

7. 幡ヶ谷南口店 15. 錦糸町南口店 23.大森東口店     

8. 綾瀬西口店 16. 我孫子南口店 24.来来軒 川越クレアモール店     

1. 大井町店 3. 来来軒 川越新富町店  5. 駒澤大学駅前店  

2. 麺舎弘法 国分寺北口店 4. 三軒茶屋店   
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