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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第11期より連結財務諸表を作成しております。 

３．第12期に連結子会社を吸収合併したため、第13期からは連結財務諸表を作成しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

５．株価収益率については、第13期以前は当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

６．従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は（ ）内に外書きで記載しております。 

７．第11期及び第12期の連結財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、創研合同監査法人

の監査を受けております。 

８．第11期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年９月25日企業会計基

準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会平成14年９月

25日企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

売上高 （千円） － 3,122,437 4,094,450 － － 

経常利益 （千円） － 126,209 217,690 － － 

当期純利益 （千円） － 51,202 105,413 － － 

純資産額 （千円） － 573,101 694,018 － － 

総資産額 （千円） － 2,017,290 2,338,894 － － 

１株当たり純資産額 （円） － 81,778.13 95,991.52 － － 

１株当たり当期純利益

金額 
（円） － 7,920.64 14,763.72 － － 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 28.4 29.7 － － 

自己資本利益率 （％） － 8.9 16.6 － － 

株価収益率 （倍） － － － － － 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － 155,014 363,043 － － 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － △636,004 △561,894 － － 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － 644,304 117,099 － － 

現金及び現金同等物の

期末残高 
（千円） － 264,705 182,953 － － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者

数) 

（人） 
－ 

（－）

195 

(172) 

240 

(222) 

－ 

（－）

－ 

（－）



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第13期以前は潜在株式が存在しないため、第14期は

希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

３．株価収益率については、第13期以前は当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

４．従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は（ ）内に外書きで記載しております。 

５．第11期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、創研合同監査法人の監査を受

けております。第10期の財務諸表につきましては当該監査を受けておりません。 

６．第11期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成14年９月25日企業会計基

準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会平成14年９月

25日企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

売上高 （千円） 2,254,064 2,934,064 3,998,817 5,100,858 5,959,462 

経常利益 （千円） 84,564 104,525 197,538 271,226 174,968 

当期純利益 （千円） 44,366 38,603 93,024 132,140 85,630 

持分法を適用した場合

の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 100,227 165,987 172,647 172,647 291,647 

発行済株式総数 （株） 5,912 7,008 7,230 7,230 8,230 

純資産額 （千円） 370,658 540,722 694,018 829,970 1,211,596 

総資産額 （千円） 1,181,942 1,892,949 2,338,894 3,058,704 3,757,466 

１株当たり純資産額 （円） 62,696.01 77,157.94 95,991.52 114,795.39 147,217.10 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間

配当額） 

（円） 
－ 

（－）

－ 

（－）

－ 

（－）

－ 

（－）

5,000 

（－）

１株当たり当期純利益

金額 
（円） 8,349.23 5,971.55 13,029.20 18,276.71 10,456.76 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 31.4 28.6 29.7 27.1 32.2 

自己資本利益率 （％） 17.6 8.5 15.1 17.3 8.4 

株価収益率 （倍） － － － － 22.1 

配当性向 （％） － － － － 47.8 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － － － 332,298 304,772 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － － － △826,757 △892,626 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
（千円） － － － 517,312 573,487 

現金及び現金同等物の

期末残高 
（千円） － － － 205,807 191,440 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者

数) 

（人） 
138 

(137) 

187 

(172) 

240 

(222) 

288 

(313) 

310 

(374) 



２【沿革】 

(1)当社の前身 

 当社の前身は、現代表取締役社長山岡正が昭和55年２月東京都江戸川区に㈲丸千代商事を設立し、弁当のＦＣ店

を開業したことに始まります。その後、近隣に弁当店が開業し始め競合が激しくなり、他の事業を模索していたと

ころ、ラーメン店の経営を思いつき、昭和58年に「ラーメン日本一」の屋号でラーメン事業を開始、昭和58年４月

には株式会社へ組織変更致しました。昭和63年９月には現在の山岡家ラーメンの原型となる「ラーメン山岡家」を

茨城県牛久市に開店致しました。事業が軌道に乗り、平成４年５月には札幌市中央区にすすきの店、同年12月には

南２条店を開店致しましたが、北海道での本格的な事業展開を行うため、平成５年３月、札幌市中央区に㈱山岡家

を設立致しました。 

(2)㈱山岡家設立以降の事業内容の主な変遷 

年月 事項 

平成５年３月 

平成９年１月 

平成９年２月 

平成11年４月 

平成12年７月 

平成14年２月 

平成15年２月 

平成15年４月 

平成15年７月 

平成15年８月 

平成15年12月 

平成16年11月 

平成17年２月 

平成17年７月 

平成17年８月 

平成17年11月 

平成18年２月 

平成18年５月 

平成18年８月 

札幌市中央区に㈱山岡家を設立し、㈱丸千代商事からすすきの店、南２条店を譲り受けて営

業開始 

タレ製造部門を分離し、100％子会社の㈲山岡家スープを設立 

食材等仕入部門を分離し、100％子会社の㈲サンシンフーズを設立 

栃木県の第１号店舗として小山市に小山田間店開店 

本社を札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号に移転 

㈱丸千代商事を吸収合併し、㈱丸千代山岡家に商号変更 

子会社の統合を行い、㈲サンシンフーズが㈲山岡家スープを吸収合併 

㈲サンシンフーズを株式会社に組織変更 

埼玉県の第１号店舗として春日部市に春日部店開店 

千葉県の第１号店舗として柏市に柏店開店 

群馬県の第１号店舗として太田市に太田店開店 

㈱サンシンフーズを吸収合併 

東京都の第１号店舗として西多摩郡瑞穂町に瑞穂店開店 

宮城県の第１号店舗として名取市に名取店開店 

静岡県の第１号店舗として富士市に富士店開店 

福島県の第１号店舗としていわき市にいわき店開店  

ジャスダック証券取引所へ上場（証券コード３３９９） 

神奈川県の第１号店舗として厚木市に厚木店開店 

岐阜県の第１号店舗として瑞穂市に岐阜瑞穂店開店 

山梨県の第１号店舗として笛吹市に笛吹店開店 



３【事業の内容】 

 当社は、直営によるラーメン専門店「ラーメン山岡家」を運営するラーメン事業を行っており、平成19年１月31日

現在、77店舗を北海道、関東、東海地区の主要幹線道路沿いを中心に、全店舗直営店、24時間営業を基本として出店

しております。当社が多店舗展開を推進するにあたり、直営店を基本としてきた理由は、一定の品質・サービス・清

潔さの水準を全店ベースで維持・管理するとともに、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを実施できることによるも

のであり、今後も引き続き事業の拡大に取り組む方針であります。 

［事業系統図］ 



４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は年間の平均雇用人数（週40時

間換算）を（ ）内に外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

３．当期中において、従業員数22（61）名が増加しました。これは、主として直営店の新規出店によるものであ

ります。 

(2)労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年１月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

310（374） 34.8 3.95 4,206,786 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰などもありましたが、企業の生産や輸出・設備投資の好調が

持続し、企業業績は好調を維持しております。しかしながら、企業業績の好調が個人所得まで波及しておらず、年

金問題や団塊世代の大量退職等先行きの不安感も拭えず、消費の本格的回復には時間が掛かるものと思われます。

 こうした中、当社の属する外食産業につきましては、既存店は概ね安定して推移しているものの、同業他社との

競合や個人消費の伸び悩みから厳しい環境が続いております。 

 このような環境のもと、当社は関東・東海地区を出店の重点地域と位置づけ積極的な店舗展開を行い、関東地区

７店舗、東北地区２店舗、東海地区４店舗の計13店舗を出店いたしました。また、契約期間満了により１店舗、業

績不振による２店舗の閉店を行い、当事業年度末の店舗数は77店舗となりました。 

店舗管理面においては、営業部門の店舗指導・教育強化を継続して行っておりますが、東海地区における雇用環

境が非常に厳しいため、一時的に既存店からの人的支援を行ったことによる売上機会の損失が一部既存店で起こり

ました。その結果、通期での既存店売上高の前年対比は94.5%と厳しい状況となりました。 

また、販売費及び一般管理費につきましては、概ね予定通りに推移いたしましたが、水道光熱費の中でガス単価

が原油価格の高騰により依然として高い水準で推移しており、計画値に対して16％以上の増加となりました。 

 その結果、当事業年度の売上高は5,959,462千円（前年同期比16.8％増）、経常利益は174,968千円（前年同期比

35.5％減）と増収減益となり、当期純利益は85,630千円（前年同期比35.2％減）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して14,367千円減少し、当事業年度末は

191,440千円となりました。当事業年度中におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フロー  304,772千円 

投資活動によるキャッシュ・フロー △892,626千円 

財務活動によるキャッシュ・フロー  573,487千円 

現金及び現金同等物の期末残高    191,440千円 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動により得られた資金は、304,772千円（前年同期比8.3％減）となりました。これは

主に、税引前当期純利益166,963千円及び減価償却費230,939千円から法人税等を152,553千円支払ったことによる

ものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動に使用した資金は、892,626千円（前年同期比8.0％増）となりました。これは主に

新店舗の開設により有形固定資産の取得による支出が780,397千円あったことなどによるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、573,487千円（前年同期比10.9％増）となりました。これ

は主に長期借入金の返済による支出が395,458千円ありましたが、新規の長期借入れによる収入が800,000千円及び

新株発行による収入が291,059千円あったことによるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によって表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当社は飲食業であり、見込生産によっておりますので、受注高並びに受注残高については記載すべき事項はあり

ません。 

(3）販売実績 

 当事業年度における販売実績を都道府県別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

品目 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

生産高（千円） 
前年同期比 
（％） 

醤油タレ他 73,352 105.1 

合計 73,352 105.1 

  

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

売上金額（千円） 
前年同期比 
（％） 

ラーメン事業     

北海道 1,673,319 99.2 

茨城県 960,869 99.8 

栃木県 529,507 102.9 

埼玉県 631,852 164.8 

千葉県 736,206 101.7 

群馬県 471,139 96.3 

東京都 108,110 91.3 

宮城県 179,853 238.7 

静岡県 277,609 253.2 

福島県 83,800 233.9 

神奈川県 116,022 － 

岐阜県 105,350 － 

山梨県 85,818 － 

合計 5,959,462 116.8 



３【対処すべき課題】 

 今後のわが国経済は徐々に景気回復の兆しが見えてきておりますが、外食市場規模は伸び悩んでおり、外食チェー

ン企業間の出店競争も益々激しく、市場全体で既存店売上高も低調に推移している状況であります。 

 このような状況下で、当社の対処すべき課題とその対処方針は、以下のとおりであります。 

① お客様のニーズへの対応について 

 これからも当社の製品をお客様に提供していく上で、お客様のニーズへの対応は重要課題であると認識しており

ます。 

 そのため、当社の「ラーメンでお客様に喜んで貰う」という経営理念のもと、年中無休・24時間営業を基本とし

（北海道の一部店舗を除く）、直営店による山岡家に行かないと味わうことのできないラーメンを今後も追求し、

安定的に収益を維持できる店舗作りを行ってまいります。 

② 出店計画の達成について 

 当社の利益計画達成のためには、当社成長の源泉である出店が計画通り進むことが、非常に重要であります。 

 そのため、店舗展開については、幹線道路沿いの郊外型店舗を主体とし、関東地区を中心に順次隣接する東北・

東海地区に効率的な出店を行います。このため、情報チャンネルの拡大と迅速な対応、出店コスト圧縮に向けて店

舗開発部の機能を強化してまいります。 

③ 食の安全性、食材の安定確保について 

 今後、出店エリアを広げ更なる業容拡大を進めるに当たり、食材の安定確保及び安全面のチェックが最重要課題

と考えております。 

 そのため、物流拠点の効率的な整備と、食材の安全面へのチェックを強化してまいります。 

④ 人材確保への取組みについて 

 店舗数の増加に対応する上で、質の高い人材の確保・育成が大きなポイントになります。 

 そのため、定期採用、採用代行会社の活用等、幅広い人材確保手段を利用しリクルート力を高めるとともに、商

品の維持・管理、サービスレベル向上のため、従業員教育の充実により一層注力し、更に労働環境の改善及び福利

厚生の充実を図ってまいります。 

４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これら

のリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価

証券に関する投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の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。 

 なお、以下の記載のうち、将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日（平成19年４月20日）現在において当社

が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果とは異なる可能性があります。 

(1）当社の事業展開について 

① 事業内容について 

 当社は、平成19年１月31日現在、「ラーメン山岡家」として77店舗を北海道、関東、東北、東海地区の主要幹

線道路沿いを中心に、全店舗直営店、24時間営業を基本として出店しております。当社が多店舗展開を推進する

にあたり、直営店を基本としてきた理由は、一定の品質・サービス・清潔さの水準を全店ベースで維持・管理す

るとともに、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを実施できることによるものであり、今後も関東地区を中心に

引き続き事業の拡大に取り組む方針であります。 

 しかしながら、当社のセグメントはラーメン事業のみであることから、国内景気の悪化・低迷等の外的要因、

あるいは当社固有の問題発生等により、当該事業の展開に何らかの支障が生じた場合は、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 



② 豚肉・豚骨への依存度について 

 当社のラーメンには、チャーシュー用の豚肉、スープ用の豚骨と、豚を多く使用しております。そのため、豚

肉・豚骨の仕入については複数の取引先から調達し、リスクの分散を図っております。しかし、主要食材である

豚の安全性に問題が発生した場合、売上原価の高騰など当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 営業地域戦略について 

 平成19年１月31日現在、当社が事業を展開している地域は、北海道、東北（宮城県、福島県）、関東（茨城

県、栃木県、埼玉県、千葉県、群馬県、東京都、神奈川県、山梨県）、東海（静岡県、岐阜県）の１都１道11県

であります。今後は、関東地区をメインの出店地域と位置付け、更に東北地区や東海地区にも順次出店地域を拡

げていく予定であります。 

 しかし東海地区においては当社の知名度は低く、出店に際してのスタッフの確保ができない場合や集客が予想

通りに進まない場合、または不動産市況及び局地的な景気・消費動向に大きな変動が見られた場合は地域戦略を

変更する可能性があり、その場合当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 出店政策について 

 当社の出店における基本方針は交通量の多い幹線道路沿いと考えており、立地条件が売上高を大きく左右する

と考えております。今後の積極的な出店に当っても上記方針に基づき、物件に関する情報ルートを拡大し、より

多くの情報の中から出店候補地の諸条件を検討したうえで、選定を行ってまいります。 

 ただし、当社の出店条件に合致する物件がなく、計画通りに出店できない場合、または出店後における周辺環

境の変化や、ファミリーレストラン、コンビニエンスストアといった外食及び同業他社との競合が発生した場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 人材の確保・育成について 

 当社は急速な直営店の出店を図るため、積極的に人材の確保を行っていく必要があります。特にスーパーバイ

ザー（担当エリアの店舗運営における管理監督者）及び店舗の人材確保並びに育成が重要であると考えており、

中途・新卒を含め採用活動を行っております。また、採用した人材については、教育担当専任者が中心となり、

研修店舗におけるＯＪＴ等で教育を進めております。 

 しかし、人材確保、育成が当社の出店計画に追いつかない場合には、店舗におけるサービスの質の維持や計画

通りの店舗展開が出来ず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 敷金・保証金について 

 当社は、賃借により出店を行うことを基本方針としており、土地・店舗の賃借に際して家主に敷金保証金を差

入れております。敷金保証金の残高は平成18年１月期末が386,261千円、平成19年１月期末が469,734千円となっ

ており、総資産に対する比率は、各々12.6％、12.5％を占めております。敷金保証金は賃貸借契約終了をもって

当社に返還されるものでありますが、賃借先のその後の財政状態によっては回収が困難となる場合や店舗営業に

支障が生じる可能性があります。 

 また、当社側の都合によって不採算店舗の契約を中途解約する場合などは、当該契約に基づき、敷金保証金の

一部又は全部が返還されない可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 特定人物への依存度について 

 当社の創業者である代表取締役社長山岡正は、設立以来、経営方針や事業戦略の決定等、当社事業の中心的役

割を担っております。現在のところ、他の取締役に権限を委譲する等代表取締役社長山岡正に過度に依存しない

体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社経営から離れることになった場合、当社の業績

及び事業展開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 法的規制について 

当社が運営する店舗は飲食店として、主に食品衛生法による規制を受けております。これらの法的規制が強化

された場合や、その他当社事業に関連する法的な規制が強化、新設された場合には、設備投資等必要措置に対応

するため、新たな費用負担が生じることなどにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、平成13年５月に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（いわゆる「食品リサイクル法」）

が施行され、当社は同法に定める外食事業者に該当すると思われます。現在、同法に則り準備を進めています

が、それに伴う設備投資、新たな費用負担が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ② 衛生管理について 

   当社では、安全な食品を提供するために、食品衛生法に基づき所轄保健所より営業許可証を取得し、全店舗及

び工場に食品衛生管理責任者を配置しております。また、店舗内の衛生管理マニュアルに基づき、従業員の衛生

管理や品質管理を徹底しております。更に、専門機関による定期的な各種衛生検査を実施しております。 

   現在のところ、当社では設立以来食中毒の発生等で行政処分を受けた事例はありませんが、当社の衛生管理諸

施策の実施にもかかわらず、衛生問題が発生した場合や、他業者の不手際による連鎖的風評被害、食材メーカー

等における無認可添加物の使用等による消費者の不信、また社会全般的な各種衛生上の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。 

 ③ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 

現在の短時間労働者に対する社会保険については、一日または一週間の労働時間及び一ヶ月の労働日数が通常

の業務に従事する者の概ね４分の３以上である場合には加入が義務付けられており、該当するパート・アルバイ

トなどの短時間労働者は加入しております。 

しかしながら、今後、短時間労働者に対する社会保険の適用基準が拡大された場合には、保険料の増加、短時

間労働の就労希望者の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 有利子負債について 

  当社は、店舗出店に伴い、主に設備資金を借入金により調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率は

下表のとおりの水準で推移しております。近年は低金利が持続しておりますが、今後、借入金利が上昇に転じた場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 （注）社債利息を含んでおります。 

  

５【経営上の重要な契約等】 

   該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

   該当事項はありません。 

  平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 

有利子負債残高（千円） 

（対総資産額比率） 

863,792 

36.9％ 

1,507,398 

49.3％ 

1,907,940 

50.8％ 

純資産額（千円） 

（自己資本比率） 

694,018 

29.7％ 

829,970 

27.1％ 

1,211,596 

32.2％ 

総資産額（千円） 2,338,894 3,058,704 3,757,466 

支払利息（千円）（注） 37,435 44,144 44,829 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。 

 本項に記載した将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであり、不確実性を内在しており、あ

るいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

  当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針につきましては「第５ 経理の状況 財務諸表等 (1) 財務

諸表 重要な会計方針」に記載のとおりであります。 

  当社は、税効果会計などに関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判

断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して財務諸表を作成しておりますが、実

際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

(2) 財政状態の分析 

 （資産） 

  当事業年度末における資産の残高は、前事業年度に比べ698,761千円増加し、3,757,466千円（前年同期比22.8％

増）となりました。主な増加要因は、次のとおりであります。 

  流動資産につきましては、前事業年度に比べ17,929千円増加し、344,458千円（前年同期比5.5％増）となりまし

た。店舗食材の増加（41,109千円から62,991千円へ21,881千円増加）及び前払費用の増加（59,448千円から69,795

千円へ10,347千円増加）が大きな要因であります。店舗食材につきましては、店舗数が増加したことによるもので

あります。 

  固定資産につきましては、前事業年度に比べ680,832千円増加し、3,413,008千円（前年同期比24.9％増）となり

ました。有形固定資産の増加（2,114,127千円から2,671,519千円へ557,392千円増加）及び敷金保証金の増加

（386,261千円から469,734千円へ83,472千円増加）が大きな要因です。これは、当事業年度におきまして13店舗の

新規出店を行った事に伴う有形固定資産の取得及び敷金保証金の差入によるものであります。 

 （負債） 

  当事業年度末における負債の残高は、前事業年度に比べ317,135千円増加し、2,545,869千円（前年同期比14.2％

増）となりました。主な要因は、次のとおりであります。 

  流動負債につきましては、前事業年度に比べ31,703千円増加し、1,062,024千円（前年同期比3.1％増）となりま

した。1年以内返済予定長期借入金の増加（380,460千円から441,814千円へ61,354千円の増加）及び未払法人税等

の減少（92,732千円から25,000千円へ67,732千円の減少）が大きな要因です。これは、当事業年度におきまして新

規出店に伴う資金調達が増加した事などによるものであります。 

  固定負債につきましては、前事業年度に比べ285,432千円増加し、1,483,845千円（前年同期比23.8％増）となり

ました。長期借入金の増加（956,938千円から1,300,126千円へ343,188千円の増加）及び長期未払金の減少

（93,995千円から22,714千円へ71,281千円減少）が大きな要因です。これは、当事業年度におきまして新規出店に

伴う資金調達が増加した事によるものであります。 

 （純資産） 

  純資産につきましては、1,211,596千円となりました。資本金及び資本準備金の増加が297,600千円、利益剰余金

の増加が85,630千円の増加が大きな要因であります。これは当事業年度において新株発行を行ったこと及び当期純

利益が増加したためであります。 



(3）経営成績の分析 

 （売上高） 

 新規出店は13店舗となりました。また、契約期間満了により１店舗、業績不振による２店舗の閉店を行い、当事

業年度末の店舗数は77店舗になりました。 

 営業部門の店舗指導・教育強化を継続して行っておりますが、東海地区における雇用環境が非常に厳しいため、

一時的に既存店からの人的支援を行ったことによる売上機会の損失が一部既存店で起こりました。その結果、通期

での既存店売上高の前年対比は94.5%と厳しい状況となりました。 

 以上の結果、当事業年度における売上高は5,959,462千円（前年同期比16.8％増）となりました。 

 （売上原価、売上総利益） 

 売上原価は、食材のサプライヤー変更や単価交渉等の結果、原価率は前年同期比0.8ポイント低減することがで

きました。以上の結果、売上総利益は4,532,044千円（前年同期比18.1％増）となりました。 

 （販売費及び一般管理費） 

 販売費及び一般管理費につきましては、概ね予定通りに推移いたしましたが、水道光熱費の中でガス単価が原油

価格の高騰により依然として高い水準で推移しており、計画値に対して16％以上の増加となり、売上高比では

72.7％と前期と比較し2.9ポイントの悪化となりました。その結果、当事業年度における販売費及び一般管理費は

4,336,296千円（前年同期比21.7％増）となりました。なお、当事業年度の営業利益は195,748千円（前年同期比

28.7％減）となりました。 

 （営業外収益、営業外費用） 

 株式公開関連費用21,600千円、新株発行に伴う株式交付費6,540千円を計上いたしました。なお、当事業年度の

経常利益は174,968千円（前年同期比35.5％減）となりました。 

 （特別利益、特別損失） 

 特別利益は、固定資産売却益1,540千円を計上いたしました。一方、特別損失は、閉店に伴う固定資産除却損

3,710千円及び原状回復費用3,370千円等を計上し合計9,545千円となりました。 

 （当期純利益） 

 税引前当期純利益166,963千円から法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計81,332千円を差引き、当

期純利益は85,630千円（前年同期比35.2％減）となりました。 

(4) キャッシュ・フローの分析 

  当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度に比べ14,367千円減少し、191,440千円となり

ました。これは、営業活動による増加304,772千円、投資活動による減少892,626千円、財務活動による増加

573,487千円によるものであります。 

  なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は、「１ 業績等の概要 (2)キャッシ

ュ・フロー」に記載のとおりであります。 

(5) 経営戦略と今後の見通しについて 

 今後の外食産業においては、価格競争力で規模拡大を推し進める、もしくはそれに巻き込まれない独自の味（品

質）・商品構成等を打ち出せる企業、加えて店舗開発力、将来にわたる人材確保を安定的に維持できる企業こそ

が、業界内で生き残ることができるものと考えております。また、人口の増加が見込めない中で、常に消費者のニ

ーズを的確に捉え存在価値のある事業展開を行わなければ、容易に参入出来る事業であるだけに、苦戦を強いられ

るものと考えております。 

  当社といたしましては、今後も積極的に店舗展開を行ってまいりますが、これまでと変わらず引き続き当社の製

品でお客様に喜んで頂き、更にお客様に選ばれるような信頼のある店舗作りに努めてまいります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度における設備投資は、ラーメン山岡家13店舗の新規出店を中心に、総額902,799千円（敷金、保証金を

含む）を実施いたしました。 

 この金額には、来期出店分の設備投資203,879千円（敷金、保証金を含む）を含んでおります。 

 なお、平成18年５月に北海道苫小牧市の苫小牧柳町店、平成18年10月に札幌市の琴似店・清田店を閉店しており、

それに伴う除却を行っております。 



２【主要な設備の状況】 

(1)地域別設置状況 

    平成19年１月31日現在における地域別設置状況は次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外数で記載しております。 

    ３．現在賃借中の主要な設備は、店舗の建物及び土地であり、その年間賃借料は235,381千円であります。 

４．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

事業所名 
(所在地) 

事業部門別
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
(人) 

建物及び 

構築物 

機械 

装置 

工具器具

備品 

土地 

(面積㎡) 

車両 

運搬具 
合計 

本社 

(札幌市東区) 

会社統括 

業務 
本社 5,183 － 1,488 － 1,035 7,707 

12 

（－）

関東営業所 

(茨城県土浦市) 

会社統括 

業務 
事務所 29,592 142 718 － 281 30,735 

29 

（－）

土浦工場 

(茨城県土浦市) 
製造業務 

生産 

設備 
15,604 1,093 102 － － 16,800 

１ 

（－）

ラーメン山岡家 

北海道27店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
377,333 4,554 1,245 

191,466 

(1,609.69)
－ 574,599 

82 

（98）

ラーメン山岡家 

茨城県10店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
271,519 546 697 

146,050 

(828.46)
－ 418,813 

48 

（56）

ラーメン山岡家 

栃木県７店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
169,332 1,329 295 － － 170,958 

21 

（32）

ラーメン山岡家 

埼玉県７店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
228,629 － 48 － － 228,677 

25 

（39）

ラーメン山岡家 

千葉県７店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
249,317 174 348 － － 249,840 

24 

（49）

ラーメン山岡家 

群馬県６店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
216,310 － 442 － － 216,752 

20 

（30）

ラーメン山岡家 

東京都１店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
30,131 － － － － 30,131 

３ 

（11）

ラーメン山岡家 

宮城県３店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
125,359 － － － － 125,359 

８ 

（16）

ラーメン山岡家 

静岡県３店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
169,560 251 － － － 169,812 

17 

（17）

ラーメン山岡家 

福島県２店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
50,401 － － － － 50,401 

５ 

（７）

ラーメン山岡家 

神奈川県１店舗 

ラーメン 

事業  

店舗 

設備 
31,780 － － － － 31,780 

３ 

（７）

ラーメン山岡家 

岐阜県２店舗 

ラーメン 

事業  

店舗 

設備 
83,281 － － － － 83,281 

５ 

（８）

ラーメン山岡家 

山梨県１店舗 

ラーメン 

事業 

店舗 

設備 
59,749 － － － － 59,749 

７ 

（４）

合計 ― ― 2,113,087 8,093 5,387 337,516 1,317 2,465,401 
310 

（374）

名称 台数 リース期間 
年間リース料 
（千円） 

リース契約残高 
（千円） 

厨房設備・券売機他 一式 ３年から６年 71,962 185,319 



    ５．上記のほか、賃貸設備として次のものがあります。 

（注）１．㈱シチエは、上記物件をビデオレンタル店として営業しております。 

   ２．㈱サンクスアンドアソシエイツ栃木は、上記物件をコンビニエンスストアとして営業しておりま

す。 

   ３．㈲木村商店は、上記物件をコンビニエンスストアとして営業しております。 

(所在地) 賃貸先 

帳簿価額（千円） 
年間賃貸料
（千円） 建物及び 

構築物 

機械 

装置 

工具器具

備品 

土地 

(面積㎡) 
合計 

千葉県市川市 ㈱シチエ 7,522 － － 
3,000 

(23.04)
10,522 4,571 

栃木県小山市 
㈱サンクスアンド

アソシエイツ栃木 
8,417 － － － 8,417 5,371 

北海道苫小牧市 ㈲木村商店 22,138 － － － 22,138 1,779 

合計 ― 38,079 － － 3,000 41,079 11,722 



(2) 店舗設置状況 

    平成19年１月31日現在における店舗設置状況は次のとおりであります。 

店舗名 所在地 開店年月 客席数 

北海道     席 

  南２条店 札幌市中央区 平成４年12月 13 

  手稲店 札幌市手稲区 平成５年12月 54 

  藤野店 札幌市南区 平成６年８月 23 

  太平店 札幌市北区 平成７年２月 41 

  東雁来店 札幌市東区 平成７年７月 36 

  恵庭店 北海道恵庭市 平成８年２月 30 

  北広島店 北海道北広島市 平成８年４月 35 

  岩見沢店 北海道岩見沢市 平成８年10月 36 

  新道店 札幌市東区 平成９年５月 51 

  旭川高砂台店 北海道旭川市 平成10年１月 32 

  樽川店 北海道石狩市 平成10年９月 36 

  釧路店 北海道釧路市 平成11年４月 44 

  北見店 北海道北見市 平成11年12月 53 

  野幌店 北海道江別市 平成12年６月 46 

  帯広店 北海道帯広市 平成12年７月 54 

  旭川永山店 北海道旭川市 平成13年７月 54 

  上磯店 北海道北斗市 平成13年12月 54 

  滝川店 北海道砂川市 平成14年７月 64 

  苫小牧糸井店 北海道苫小牧市 平成14年８月 48 

  室蘭店 北海道登別市 平成14年11月 78 

  美幌店 北海道網走郡美幌町 平成14年12月 49 

  伊達店 北海道伊達市 平成15年４月 64 

  新すすきの店 札幌市中央区 平成15年８月 28 

  千歳店 北海道千歳市 平成15年12月 62 

  八雲店 北海道二海郡八雲町 平成15年12月 54 

  苫小牧船見店 北海道苫小牧市 平成16年６月 61 

  月寒店 札幌市豊平区  平成17年10月 53 

茨城県      

  牛久店 茨城県牛久市 昭和63年９月 25 

  つくば店 茨城県つくば市 平成８年10月 44 

  阿見店 茨城県稲敷郡阿見町 平成10年７月 35 

  土浦店 茨城県土浦市 平成14年８月 64 

  岩瀬店 茨城県桜川市 平成15年４月 76 

  結城店 茨城県結城市 平成15年７月 63 

  谷田部店 茨城県つくば市 平成15年８月 70 

  水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町 平成15年11月 78 

  ひたちなか店 茨城県ひたちなか市 平成16年２月 62 

  守谷店 茨城県守谷市  平成18年12月 45 

 



店舗名 所在地 開店年月 客席数 

栃木県     席 

  小山田間店 栃木県小山市 平成11年４月 63 

  小山駅南店 栃木県小山市 平成12年12月 54 

  宇都宮鶴田店 栃木県宇都宮市 平成13年12月 54 

  壬生店 栃木県下都賀郡壬生町 平成15年３月 51 

  宇都宮長岡店 栃木県宇都宮市 平成15年７月 87 

  足利店 栃木県足利市 平成16年４月 53 

  佐野店 栃木県佐野市 平成18年７月 45 

埼玉県      

  春日部店 埼玉県春日部市 平成15年７月 75 

  吹上店 埼玉県鴻巣市 平成17年４月 54 

  狭山店  埼玉県狭山市  平成17年４月 53 

  熊谷店  埼玉県熊谷市  平成17年９月 54 

  上尾店 埼玉県上尾市 平成17年12月 63 

  鷲宮店 埼玉県北葛飾郡鷲宮町 平成18年４月 53 

  さいたま宮前店 さいたま市西区 平成18年９月 45 

千葉県      

  柏店 千葉県柏市 平成15年８月 53 

  成田店 千葉県成田市 平成16年３月 54 

  千葉中央区店 千葉市中央区 平成16年６月 53 

  木更津店 千葉県木更津市 平成16年７月 53 

  千葉花見川区店 千葉市花見川区 平成16年12月 52 

  君津店 千葉県君津市 平成17年３月 53 

  野田店 千葉県野田市 平成18年７月 43 

群馬県      

  太田店 群馬県太田市 平成15年12月 60 

  高崎西店 群馬県安中市 平成16年９月 42 

  伊勢崎宮子店 群馬県伊勢崎市 平成17年２月 46 

  高崎倉賀野店 群馬県高崎市 平成17年６月 54 

  前橋亀里店 群馬県前橋市 平成17年６月 54 

  高崎中尾店 群馬県高崎市 平成17年７月 63 

東京都      

  瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町 平成17年２月 56 

神奈川県      

  厚木店 神奈川県厚木市 平成18年２月 53 

山梨県      

  笛吹店 山梨県笛吹市 平成18年８月 53 

宮城県      

  名取店 宮城県名取市 平成17年７月 43 

  仙台泉区店 仙台市泉区 平成17年10月 53 

  石巻店 宮城県石巻市 平成18年３月 46 

福島県       

  いわき店 福島県いわき市 平成17年11月 47 

  福島矢野目店 福島県福島市 平成18年10月 43 

 



店舗名 所在地 開店年月 客席数 

静岡県      

  富士店 静岡県富士市 平成17年８月 63 

  浜松有玉店 静岡県浜松市 平成18年９月 45 

  浜松入野店 静岡県浜松市 平成18年11月 48 

岐阜県       

  岐阜瑞穂店 岐阜県瑞穂市 平成18年５月 45 

  大垣店 岐阜県大垣市 平成18年６月 43 

合  計 3,937 



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設 

 （注）１．投資予定金額には、敷金及び保証金を含んでおります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な改修 

 該当事項はありません。 

(3）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成19年１月31日現在

事業所名（所在地） 
設備の
内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力 
（席） 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

ラーメン山岡家 

山形青田店 

（山形県山形市） 

営業 

店舗 
51,000 51,000 長期借入金 平成18年12月 平成19年２月 43 

ラーメン山岡家 

水戸内原店 

（茨城県水戸市） 

営業 

店舗 
57,101 43,577 長期借入金 平成18年12月 平成19年３月 45 

ラーメン山岡家 

相模原店 

（神奈川県相模原市） 

営業 

店舗 
47,624 34,147 長期借入金 平成19年１月 平成19年３月 43 

ラーメン山岡家 

豊橋下地店 

（愛知県豊橋市） 

営業 

店舗 
53,571 28,147 長期借入金 平成19年３月 平成19年６月 45 

上記以外の新規出店 

予定６店舗 

営業 

店舗 
339,784 39,147 長期借入金 － － 未定 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり

ます。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 32,920 

計 32,920 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年１月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年４月20日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 8,230 8,230 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,230 8,230 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

    旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成18年４月28日定時株主総会決議 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

    調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

     また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が

完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ必

要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。 

   ２．新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は上記行使価額に各新株予約権１個当たりの株式の数を乗じた金

額とする。 

     ただし、本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予

約権１個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 

    ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

    ② 当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当 

     社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自 

     己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払 

     込金額は１株当たり処分価額を読み替えるものとする） 

     なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。 

   ３．新株予約権の行使の条件について 

    ① 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締 

      役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 

    ② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 

    ③ その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社 

      と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

 
事業年度末現在 

（平成19年１月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年３月31日） 

新株予約権の数（個） 259 251 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 259 251 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 590,149 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年４月29日 

至 平成23年４月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

590,149 

295,075 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．合併 

      合併相手先  ㈱丸千代商事 

合併比率   １：32 

    ２．有償第三者割当 

      主な割当先  山岡正、谷内輝彰、川合伸明、山岡陽子、一由聡 他６名 

      発行価格   57,000円 

      資本組入額  28,500円 

    ３．有償第三者割当 

 主な割当先  投資事業組合オリックス８号、ＳＭＢＣキャピタル３号投資事業有限責任組合 他８社 

 発行価格   120,000円 

 資本組入額   60,000円 

４．有償第三者割当 

 割当先    丸千代山岡家社員持株会 

 発行価格   60,000円 

 資本組入額  30,000円 

    ５．合併 

      合併相手先  ㈱サンシンフーズ 

      合併差益の振替に伴う資本準備金の増加 

    ６．有償一般募集（ブックビルディングによる募集） 

      発行価格   320,000円 

      資本組入額  119,000円 

      払込金総額  297,600千円 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年２月１日 

（注）１ 
3,840 5,290 10,000 82,500 － － 

平成15年１月18日 

（注）２ 
622 5,912 17,727 100,227 17,727 17,727 

平成15年８月１日 

（注）３ 
1,096 7,008 65,760 165,987 65,760 83,487 

平成16年７月31日 

（注）４ 
222 7,230 6,660 172,647 6,660 90,147 

平成16年11月１日 

（注）５ 
－ 7,230 － 172,647 4,000 94,147 

平成18年２月16日 

（注）６ 
1,000 8,230 119,000 291,647 178,600 272,747 



(5）【所有者別状況】 

(6）【大株主の状況】 

（注）前事業年度末現在主要株主であった山岡江利子は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

  平成19年１月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 

（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 

個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 4 7 12 3 1 808 835 － 

所有株式数

（株） 
－ 262 78 391 231 1 7,267 8,230 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 3.18 0.95 4.75 2.81 0.01 88.30 100.00 － 

  平成19年１月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

山岡 正 札幌市北区 3,810 46.29 

山岡 江利子 東京都渋谷区 728 8.85 

㈱エヌ・ジー・シー 東京都台東区浅草１丁目43番８号 320 3.89 

谷内 輝彰 茨城県牛久市 310 3.77 

丸千代山岡家社員持株

会 
札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号 293 3.56 

塩尻 榮子 埼玉県越谷市 161 1.96 

エイチエスビーシーバ

ンクピーエルシーアカ

ウントアトランティス

ジャパングロースファ

ンド 

（（常任代理人）香港

上海銀行東京支店） 

2 COPTHALL AVENUE,LONDON,EC2R 7DA UNITED KINGDOM 

(東京都中央区日本橋3丁目11-1） 

  

  

  

  

  

123 1.49 

日本証券金融㈱（業務

口） 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 92 1.12 

朝日火災海上保険㈱ 東京都千代田区神田美土代町７ 82 1.00 

パーシングディヴィジ

ョンオブドナルドソン

ラフキンアンドジェン

レットエスイーシー 

コーポレイション 

（（常任代理人）シテ

ィバンク，エヌ・エイ

東京支店） 

ONE PERSHING PLAZA JERSEY CITY NEW JERSEY U.S.A 

(東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

  

  

  

  

  

  

75 0.91 

計 － 5,994 72.84 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には。証券保管振替機構名義の株式が１株含まれておりますが、議

決権の数からは１個除かれています。 

②【自己株式等】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

     当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

    当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して特

    に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年４月28日開催定時株主総会において特別決議された

    ものであります。 

     当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  平成19年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   －   － － 

完全議決権株式（自己株式等）   － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,230   8,229 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株   － － － 

発行済株式総数 8,230 － － 

総株主の議決権 － 8,229 － 

  平成19年１月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

決議年月日 平成18年４月28日 

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役  ３ 

当社の監査役  １ 

当社の従業員  117 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

     該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

     該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

     該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては、新規出店など今後の積極的な事業展開と不慮の事業リスク等に備えるため、

これまで内部留保を確保し財務基盤の強化に努めて参りました。 

 今後につきましては、財務体質の強化と将来の事業拡大に必要な内部留保、利益見通し等を勘案した上で、配当

政策を決定して参ります。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関

は、期末配当については株主総会であります。 

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり5,000円の配当を実施することを決定しま

した。この結果、当事業年度の配当性向は47.8％となりました。 

 内部留保資金につきましては、収益性の一層の向上を図るため、新規店舗及び改装に伴う設備資金として有効活

用して参ります。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年２月17日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月 

最高（円） － － － － 775,000 

最低（円） － － － － 229,000 

月別 平成18年８月 ９月 10月 11月 12月 平成19年１月 

最高（円） 335,000 325,000 298,000 267,000 256,000 257,000 

最低（円） 268,000 269,000 244,000 230,000 230,000 229,000 



５【役員の状況】 

（注）１．平成18年４月28日就任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとなります。 

２．平成16年４月27日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとなります。 

３．平成19年４月19日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとなります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数 
（株） 

代表取締役社長   山岡 正 昭和30年５月21日生

昭和49年４月 自衛隊入隊 

昭和53年１月 自衛隊除隊 

昭和53年３月 ㈱エヌ・ジー・シー入社 

昭和55年２月 ㈲丸千代商事代表取締役社長 

平成５年３月 当社代表取締役社長（現任） 

（注）１ 3,810 

取締役副社長 
経営企画 

室長 
杉本 伸彦 昭和29年７月11日生

昭和55年４月 財団法人日中経済協会入社 

昭和60年２月 豪州連邦ニューサウスウェール 

 ズ州農水省入省 

昭和62年11月 コンジュコ社（豪）準取締役 

昭和63年12月 ＪＰＢＴ社（豪）代表取締役 

平成６年４月 太平洋興発㈱シドニー駐在事務 

 所所長 

平成11年１月 ジャパン・アクセス・マーケッ 

 ティング社（豪）代表者 

平成12年５月 インダス・インターナショナル 

 社（米）日本支社入社 

平成14年５月 万田発酵㈱入社 

平成15年11月 当社入社 内部監査室長 

平成16年９月 当社仕入部長 

平成17年１月 当社常務取締役仕入部長 

平成18年４月 当社取締役副社長 

平成18年７月 当社取締役副社長兼 

経営企画室長（現任） 

（注）１ 5 

取締役 
店舗開発 

部長 
谷内 輝彰 昭和35年４月３日生

昭和54年４月 ㈱池田商店入社 

昭和58年４月 ㈱丸千代商事入社 

平成５年３月 同社取締役 

平成５年３月 当社専務取締役 

平成14年２月 当社専務取締役店舗開発部長 

平成18年４月 当社取締役店舗開発部長（現任） 

（注）１ 310 

取締役 営業部長 一由 聡 昭和45年６月25日生

平成６年３月 ㈱丸千代商事入社 

平成９年３月 同社取締役営業部長 

平成14年２月 当社取締役営業部長（現任） 

（注）１ 45 

取締役 

営業企画 

部長兼経営

企画室担当 

川合 伸明 昭和42年５月３日生

平成６年10月 当社入社 

平成14年２月 当社取締役管理部長 

平成18年７月 当社取締役営業企画部長兼 

経営企画室担当（現任） 

（注）１ 44 

常勤監査役   津田 憲澄 昭和19年12月５日生

昭和43年４月 ㈱北海道銀行入行 

平成８年６月 同行常勤監査役 

平成11年９月 道銀カード㈱取締役副社長 

平成13年１月 ㈱カナモト常勤監査役 

平成16年１月 ㈱北海道銀行道銀地域企業経営 

 研究所顧問 

平成16年４月 当社常勤監査役（現任） 

（注）２ － 

監査役   田中 東洋治 昭和30年12月30日生

昭和53年４月 協栄生命保険㈱入社 

平成14年12月 社会保険労務士登録 

平成15年５月 セントラル労務行政総合事務所 

 設立 

平成16年７月 当社監査役（現任） 

（注）３ － 

        計   4,214 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  (1) コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

 当社は、事業の成長やそのステージに合わせ、有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンスを行うことで、株主

をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会など全てのステークホルダーにとって企業価値を長期的・継

続的に高めることが、重要な課題であると考えております。具体的には、経営判断の迅速かつ的確な意思決定を図

るなか、経営の透明性・健全性を実現、維持するために、監査役監査、内部監査体制の強化、社内情報の効率的な

活用などを行うことでコーポレート・ガバナンスを機能させております。 

  (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

    当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りであります。 

① 「取締役会」 

当社の取締役会は、本書提出日現在取締役５名で構成されており、法令及び定款で定められた事項のほか、経

営に関する重要事項について報告、決議しております。また、監査役２名も毎回出席して、必要に応じて意見の

陳述を行っております。取締役会は毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、

重要事項の決定に際し的確な経営判断がなされるよう運営しております。 

② 「監査役」 

当社は監査役制度を採用しており、監査役には、現在常勤・非常勤各１名、計２名を選任しております。各監

査役は監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議へ出席、内部監査との連携等により業務執行を監視してお

り、毎月１回定期的に監査役協議会を開催して、監査役間の意見交換及び意思統一を図っております。また、必

要に応じて内部監査室や監査法人とも情報交換を行い、監査機能の充実に努めております。常勤監査役は過去に

公開会社の監査役を歴任しており、その豊富な経験に基づき、監査機能の拡充・強化を図っております。また、

平成16年７月から就任した非常勤監査役は社会保険労務士資格を有しており、労働関係諸法令に精通しているた

め、会社法以外の遵法性についてもチェック出来る体制としております。 

③ 「内部監査室」 

当社では社長直属の独立機関として内部監査室を設置しており、現在は室長１名体制であります。内部監査室

では、規程に則り監査計画を策定して、会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。

また、効率的な監査を行うため、監査役とも監査結果について情報を共有する等、連携強化に努めております。 



④ 「弁護士、監査法人などその他第三者の関与状況」 

当社ではコンプライアンス重視の観点から、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士より適宜専門的な

アドバイスを受けられる体制を整えております。また、非常勤監査役が社会保険労務士の有資格者でもあること

から、労務関連についても適切なアドバイスを受けております。 

当社は、創研合同監査法人と監査契約を締結し、年２回の財務諸表等の監査をはじめ、会計上の課題について

も適宜指導・助言を受けております。 

なお、当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名は次の通りであります。 

（注）１．継続監査年数は、両名とも７年を超えないため記載を省略しております。 

２．当社の監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士１名、会計士補３名、その他従事者１名であ 

 ります。 

(3) リスク管理体制の整備の状況 

    当社では、総合的なリスク管理については、必要に応じて取締役会で討議しております。個別のリスク管理とし

ては、災害、事故、トラブル等に迅速に対応出来るよう、店舗、エリア、本部間の緊急連絡網を整備しておりま

す。また、お客様の声やクレーム等を集約し、リスクの重要度と発生可能性を把握・測定し、営業部ならびに関連

部署も参加した上で十分検討し、経営に反映させております。 

 (4) 役員報酬及び監査報酬 

    平成19年１月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬ならびに創研合同監査法人に対する監査報酬

は次の通りであります。 

    なお取締役及び監査役に対する報酬は、法令及び定款に基づき、株主総会の決議により総額を決定した上、個別

の報酬額を取締役については取締役会において、監査役については監査役間の協議により決定しております。 

   ①役員報酬 

    取締役に支払った報酬額：  90,450千円 

監査役に支払った報酬額：   8,820千円 

       計          99,270千円 

   ②監査報酬 

      公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬：  9,600千円 

 なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

 (5) 取締役の定数 

    当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属監査法人 

佐野 芳孝 創研合同監査法人 

本間 寛 創研合同監査法人 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第13期（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第14期（平

成18年２月１日から平成19年１月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 ただし、第13期（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きによ

り、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第13期（平成17年２月１日から平成18年１月31日まで）及び第

14期（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで）の財務諸表について、創研合同監査法人により監査を受けてお

ります。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 205,807 191,440 

２．原材料 ※１ 1,477 717 

３．店舗食材 ※１ 41,109 62,991 

４．前払費用 59,448 69,795 

５．繰延税金資産 9,897 5,649 

６．その他 8,788 13,863 

流動資産合計 326,528 10.7 344,458 9.2

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１．建物 ※２ 1,778,528 2,319,189   

減価償却累計額 358,849 1,419,678 515,532 1,803,656 

２．構築物 449,053 564,998   

減価償却累計額 162,441 286,612 217,488 347,509 

３．機械装置 16,157 17,686   

減価償却累計額 7,752 8,404 9,592 8,093 

４．車両運搬具 10,962 10,962   

減価償却累計額 8,477 2,485 9,645 1,317 

５．工具器具備品 39,138 35,190   

減価償却累計額 31,279 7,858 29,803 5,387 

６．土地 ※２ 340,516 340,516 

７．建設仮勘定 48,571 165,039 

有形固定資産合計 2,114,127 69.1 2,671,519 71.1

 



    
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(2) 無形固定資産    

１．電話加入権  3,481 3,481 

２．ソフトウエア  20,074 21,601 

無形固定資産合計  23,556 0.8 25,082 0.7

(3) 投資その他の資産    

１．投資有価証券  15,481 13,986 

２．長期前払費用  63,688 72,284 

３．繰延税金資産  14,218 21,201 

４．敷金保証金  386,261 469,734 

５．保険積立金  114,763 139,120 

６．その他  80 80 

投資その他の資産合計  594,492 19.4 716,406 19.0

固定資産合計  2,732,175 89.3 3,413,008 90.8

資産合計  3,058,704 100.0 3,757,466 100.0 

     
 



    
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   101,181 125,721 

２．短期借入金  20,000 26,000 

３．１年以内返済予定長期
借入金 

  380,460 441,814 

４．１年以内償還予定社債    10,000 10,000 

５．未払金  379,463 382,376 

６．未払法人税等  92,732 25,000 

７．未払消費税等  26,740 32,226 

８．サービス券引当金  4,300 4,800 

９．その他  15,443 14,086 

流動負債合計  1,030,320 33.7 1,062,024 28.3

Ⅱ 固定負債    

 １．社債  140,000 130,000 

２．長期借入金 ※２ 956,938 1,300,126 

３．長期未払金  93,995 22,714 

４．その他  7,479 31,004 

固定負債合計  1,198,412 39.2 1,483,845 39.5

負債合計  2,228,733 72.9 2,545,869 67.8

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 172,647 5.6 － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  94,147 －   

資本剰余金合計  94,147 3.1 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  400 －   

２．当期未処分利益  556,839 －   

利益剰余金合計  557,239 18.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 5,936 0.2 － －

資本合計  829,970 27.1 － －

負債及び資本合計  3,058,704 100.0 － － 

     
 



    
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   291,647 7.7 

２．資本剰余金               

(1）資本準備金   －     272,747     

資本剰余金合計     － －   272,747 7.3 

３．利益剰余金               

(1）利益準備金   －     400     

(2）その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   －     642,470     

利益剰余金合計     － －   642,870 17.1 

株主資本合計     － －   1,207,264 32.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評価差
額金 

    － －   4,332 0.1 

評価・換算差額等合計     － －   4,332 0.1 

純資産合計     － －   1,211,596 32.2 

負債及び純資産合計     － －   3,757,466 100.0 

        



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 5,100,858 100.0 5,959,462 100.0 

Ⅱ 売上原価   

１．店舗食材期首たな卸高 25,399 41,109   

２．当期店舗食材製造原価 69,781 73,352   

３．当期店舗食材仕入高   1,208,782 1,375,447   

４．サービス券引当金繰入   1,600 500   

  合計 1,305,563 1,490,408   

５．店舗食材期末たな卸高 41,109 1,264,454 24.8 62,991 1,427,417 24.0

売上総利益 3,836,403 75.2 4,532,044 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬 94,320 99,270   

２．給与手当 1,127,228 1,309,958   

３．雑給 524,794 612,717   

４．法定福利費 148,092 182,395   

５．福利厚生費 15,559 21,839   

６．広告宣伝費 52,097 76,759   

７．旅費交通費 75,840 89,159   

８．水道光熱費 478,241 643,206   

９．賃借料 111,605 123,683   

10．地代家賃 306,789 405,489   

11．保険料 29,585 33,269   

12．消耗品費 99,925 116,118   

13．衛生費 82,748 105,055   

14．支払手数料 69,579 73,839   

15．減価償却費 178,229 228,649   

16．その他 167,142 3,561,780 69.8 214,884 4,336,296 72.7

営業利益 274,623 5.4 195,748 3.3

 



   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 104 2,383   

２．賃貸収入 11,500 13,263   

３．受取手数料 13,597 19,417   

４．受取協賛金 6,142 8,142   

５．食材処分収入 4,742 －   

６．その他 8,536 44,624 0.9 9,430 52,638 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 43,442 43,292   

２．社債利息 702 1,537   

３．社債発行費 2,850 －   

４．株式交付費 － 6,540   

５．株式公開関連費用 － 21,600   

６．その他 1,026 48,021 1.0 448 73,418 1.3

経常利益 271,226 5.3 174,968 2.9

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益 8,280 －   

２．固定資産売却益 ※１ － 8,280 0.2 1,540 1,540 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 14,720 3,710   

２．契約解約損 6,180 －   

３．前期損益修正損  2,700 －   

４．原状回復費用 － 3,370   

５．事務所移転費用 － 23,601 0.5 2,465 9,545 0.1

税引前当期純利益 255,905 5.0 166,963 2.8

法人税、住民税及び事
業税 

133,858 82,976   

法人税等調整額 △10,094 123,764 2.4 △1,643 81,332 1.4

当期純利益 132,140 2.6 85,630 1.4

前期繰越利益 424,699 － 

当期未処分利益 556,839 － 

    



製造原価明細書 

（脚注） 

   
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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  49,542 71.0 54,977 75.0

Ⅱ 労務費  11,030 15.8 10,150 13.8

Ⅲ 経費 ※１ 9,208 13.2 8,224 11.2

   当期総製造費用  69,781 100.0 73,352 100.0 

   当期店舗食材製造原価  69,781 73,352 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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。 

地代家賃 3,428千円

減価償却費 2,623千円

地代家賃 3,428千円

減価償却費 2,289千円

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。 

２ 原価計算の方法 

 同左 



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金 

資本剰余金合
計 

利益準備金 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 繰越利益剰余

金 

平成18年１月31日 残高 
（千円） 

172,647 94,147 94,147 400 556,839 557,239 824,033 

事業年度中の変動額        

新株の発行 119,000 178,600 178,600       297,600 

当期純利益         85,630 85,630 85,630 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額） 

              

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

119,000 178,600 178,600 － 85,630 85,630 383,230 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

291,647 272,747 272,747 400 642,470 642,870 1,207,264 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年１月31日 残高 
（千円） 

5,936 5,936 829,970 

事業年度中の変動額    

新株の発行     297,600 

当期純利益     85,630 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△1,604 △1,604 △1,604 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△1,604 △1,604 381,626 

平成19年１月31日 残高 
（千円） 

4,332 4,332 1,211,596 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  255,905 166,963 

減価償却費  180,853 230,939 

サービス券引当金の増
加額 

 4,300 500 

受取利息及び受取配当
金 

 △104 △2,426 

支払利息  44,144 44,829 

株式交付費  － 6,540 

社債発行費  2,850 － 

有形固定資産売却益  － △1,540 

有形固定資産除却損  14,720 3,710 

投資有価証券売却益  △8,280 － 

たな卸資産の(増加)額  △17,873 △20,585 

その他流動資産の(増
加)額 

 △19,418 △19,431 

長期前払費用の(増加)
額 

 △17,285 △14,772 

仕入債務の増加額  27,423 24,539 

その他流動負債の増加
額 

 30,203 47,305 

その他固定負債の増加
（減少）額 

 △801 23,525 

小計  496,639 490,098 

利息及び配当金の受取
額 

 103 84 

利息の支払額  △31,891 △32,857 

法人税等の支払額  △132,552 △152,553 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 332,298 304,772 

 



  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

 △713,969 △780,397 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － 2,000 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △10,861 △7,539 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △1,200 △1,200 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 11,400 － 

その他固定資産の(増
加)額 

 △112,127 △105,488 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △826,757 △892,626 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  8,200 6,000 

長期借入れによる収入  840,000 800,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △354,594 △395,458 

社債の発行による収入  147,150 － 

社債の償還による支出  － △10,000 

割賦未払金の（減少）
額 

 △123,443 △118,113 

株式の発行による収入  － 291,059 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 517,312 573,487 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加（減少）額 

 22,853 △14,367 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 182,953 205,807 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 205,807 191,440 

     



⑤【利益処分計算書】 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年４月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  556,839

Ⅱ 次期繰越利益  556,839

   



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31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 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)

を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定)を採用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

原材料、店舗食材 

  月次総平均法による原価法を採用し

ております。 

原材料、店舗食材 

  同左 

  

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 ・建物      14～20年 

 ・構築物     10～30年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) ―――――― 

 (2) 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1) 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 (2) ―――――― 

   

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

５．引当金の計上基準  サービス券引当金 

 販売促進を目的とする無料引換券（サ

ービス券）制度により発行された引換券

の未引換額に対し過去の使用実績率に基

づき、将来利用されると見込まれる額を

引当計上しております。 

（会計処理の変更） 

 前期までは無料引換券（サービス券）

を回収時に費用処理していましたが、当

期から無料引換券（サービス券）の発行

時に費用処理する方法に変更しました。 

 この変更は、無料引換券（サービス

券）制度が平成15年８月に導入され約２

年を経過し、無料引換券（サービス券）

の回収実績率が安定してきており、当期

に回収見込額の合理的算定が可能になっ

たことを契機に、今後の店舗展開により

無料引換券（サービス券）の発行がさら

に増加することが予想されるため、発行

時に回収見込額を費用計上することによ

り、収益との合理的な対応を図ることと

したものであります。 

 この変更に伴い、当期の算定方法を前

期の数値に当てはめた場合の金額2,700千

円を前期損益修正損として計上したこと

に伴い、従来の方法と比較して売上総利

益、営業利益及び経常利益がそれぞれ

1,600千円減少し、税引前当期純利益は

4,300千円減少しております。 

 サービス券引当金 

 販売促進を目的とする無料引換券（サ

ービス券）制度により発行された引換券

の未引換額に対し過去の使用実績率に基

づき、将来利用されると見込まれる額を

引当計上しております。  

  

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

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。 

 同左  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の特例処理を採用してお

ります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

  ヘッジ対象・・・借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

 (3) ヘッジ方針 

  金利変動リスクを回避するために、

特例処理の条件内でヘッジを行ってお

ります。 

(3) ヘッジ方針 

  同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっているため、有効性

の評価を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

 同左 

９．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 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,211,596千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

 （損益計算書） 

  前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取協賛金」及び「食材処分収入」は、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記し

ました。  

 なお、前期における「受取協賛金」の金額は1,404千

円、「食材処分収入」の金額は1,300千円であります。 

 （損益計算書） 

  前期まで区分掲記しておりました「食材処分収入」

（当期3,237千円）は、営業外収入の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示す

ることとしました。 

  



追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１．建設協力金は、前期まで金額的に重要性がないため、

現在価値に割り引かないで取得原価で敷金保証金に計上

していましたが、新規店舗の出店が増加し、今後も増加

することが予想されることにより建設協力金も増加する

ことが予想されるため、当期より現在価値に割り引いて

計上しております。 

 この変更に伴い、支払額と時価との差額18,971千円を

長期前払費用に計上したことにより、従来の方法と比較

して地代家賃が90千円計上となっており、営業利益が減

少しておりますが、営業外収益で受取利息を90千円計上

しているため、経常利益に与える影響はありません。 

────── 

    

２．「地方税法の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始される事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が10,425千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が10,425

千円減少しております。 

────── 

    



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

※１ 店舗食材等 

   原材料   製造部において調理、加工される食

材であります。  

   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。 

※１ 店舗食材等 

   原材料   同左 

  

   店舗食材  同左 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであります。 

建   物 124,917千円

土   地  340,516 

計 465,433 

長期借入金 261,000千円

計 261,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保付債務は次のとおりであります。 

建   物 93,123千円

土   地 340,516 

計 433,639 

長期借入金 261,000千円

計 261,000 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数   普通株式  28,920株 

   発行済株式総数 普通株式   7,230株 

※３ ────── 

  

  

４ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は5,936千円で

あります。 

４ ────── 

  

５ ────── ５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う 

  ため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結 

  しております。これら契約に基づく当事業年度末の 

  借入実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント

の総額 

800,000千円

借入実行残高 800,000 

差引額 0 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

 ※１ ────── 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建  物 14,548千円

工具器具備品  172 

計 14,720 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建  物 598千円

機械装置 384 

工具器具備品 557 

計 1,540 

建  物 3,598千円

工具器具備品 111 

計 3,710 

  



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数は、公募増資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 

       該当事項はありません。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 7,230 1,000 － 8,230 

合計 7,230 1,000 － 8,230 

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19年４月19日 

定時株主総会 
普通株式 41,150 利益剰余金 5,000 平成19年１月31日 平成19年４月20日

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

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18年１月31日現在） （平成19年１月31日現在） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定 205,807

現金及び現金同等物 205,807

現金及び預金勘定 191,440

現金及び現金同等物 191,440



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 8,691 4,905 3,786

工具器具備品 274,806 116,202 158,603

合計 283,498 121,107 162,390

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬具 8,691 6,643 2,048

工具器具備品 307,631 132,078 175,553

合計 316,323 138,721 177,601

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 54,458千円

１年超 115,672 

合計 170,131 

１年内 61,824千円

１年超 123,494 

合計 185,319 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 61,836千円

減価償却費相当額 52,832千円

支払利息相当額 10,421千円

支払リース料 71,962千円

減価償却費相当額 62,815千円

支払利息相当額 9,123千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



（有価証券関係） 

 １．売買目的有価証券 

  該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

３．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

  

４．その他有価証券で時価のあるもの 

５．前事業年度及び当事業年度に売却したその他有価証券 

６．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 該当事項はありません。 

７．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 

 該当事項はありません。 

  種類 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

 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 

(1) 株式 5,503 15,481 9,978 6,704 13,986 7,281 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 5,503 15,481 9,978 6,704 13,986 7,281 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1) 株式 － － － － － － 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

合計 5,503 15,481 9,978 6,704 13,986 7,281 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

11,400 8,280 － － － － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 当社は、デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

 当社は、デリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

退職金制度がありませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

退職金制度がありませんので、該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

(1) 取引の内容 

  利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。 

(1) 取引の内容 

  同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行なわ

ない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

  同左 

(3) 取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、借入金の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計の

特例処理を行っております。 

(3) 取引の利用目的 

  同左 

   

(4) 取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリス

クを有しております。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識

しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  同左 

   

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  同左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  ヘッジ会計が適用されているため、該当事項はあ

りません。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  同左 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  ３名 

当社監査役  １名 

当社従業員 117名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 270株 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 

付与日（平成18年４月28

日）以降、権利確定日（平

成20年４月29日）まで継続

して、当社の取締役、監査

役及び従業員の地位にある

こと。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 
平成20年４月29日～平成23

年４月28日 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 － 

付与 270 

失効 11 

権利確定 － 

未確定残 259 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 － 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 － 



② 単価情報 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 590,149 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

    前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

     該当事項はありません。  

    当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

     該当事項はありません。  

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産（流動）   繰延税金資産（流動） 

未払事業税 8,155千円

サービス券引当金  1,741 

計 9,897 

未払事業税 3,705千円

サービス券引当金  1,944 

計  5,649 

  繰延税金資産（固定）   繰延税金資産（固定） 

  繰延税金負債（固定） 

減価償却費 18,259千円

その他有価証券評価差額金 4,041 

繰延税金資産（固定）の純額 14,218 

  繰延税金負債（固定） 

減価償却費 24,150千円

その他有価証券評価差額金 2,949 

繰延税金資産（固定）の純額 21,201 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

  均等割税額 3.1 

  留保金課税 4.7 

  その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
48.3 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

  均等割税額 7.6 

  留保金課税 0.3 

  その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
48.7 



【関連当事者との取引】 

    前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

     該当事項はありません。 

    当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

     該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） 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17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１株当たり純資産額 114,795.39円 

１株当たり当期純利益金額 18,276.71円 

１株当たり純資産額 147,217.10円 

１株当たり当期純利益金額 10,456.76円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当期純利益（千円） 132,140 85,630 

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） 132,140 85,630 

期中平均株式数（株） 7,230 8,189 

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 

－ 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 259個） 

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2)新株予

約権等の状況」に記載のとおりで

あります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

 平成18年１月16日及び平成18年１月27日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

18年２月16日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年２月16日付で資本金は291,647千

円、発行済株式総数は8,230株となっております。 

(1)  募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

(2)  発行する株式の種類 

   及び数 

：普通株式    1,000株 

(3)  発行価格 ：１株につき  320,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

(4)  引受価額 ：１株につき  297,600円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

(5)  発行価額 ：１株につき  238,000円 

(資本組入額  119,000円)

(6)  発行価額の総額 ：      238,000千円 

(7)  払込金額の総額 ：      297,600千円 

(8)  資本組入額の総額 ：      119,000千円 

(9)  払込期日 ：平成18年２月16日 

(10) 配当起算日 ：平成18年２月１日 

(11) 資金の使途 ：店舗開設等設備資金 

 当社の愛知県大口町に開店を予定していた店舗の建築

発注先である㈱セントラル建設が平成19年２月28日に自

己破産手続開始の申立を行いました。同社との工事請負

契約金額は39,400千円であり、工事進捗に応じた部分払

26,000千円が建設仮勘定に計上されております。 

 なお、当社は店舗の開店に向けて建築を続行する努力

を行っておりますが、開店時期は当初の平成19年７月か

ら遅れる見込みであります。 

 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省

略しております。 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

    ２．長期前払費用のうち、建設協力金の支払額と時価との差額は26,745千円であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 1,778,528 552,268 11,606 2,319,189 515,532 164,512 1,803,656 

構築物 449,053 115,944 － 564,998 217,488 55,047 347,509 

機械装置 16,157 1,807 277 17,686 9,592 2,003 8,093 

車両運搬具 10,962 － － 10,962 9,645 1,167 1,317 

工具器具備品 39,138 － 3,948 35,190 29,803 2,193 5,387 

土地 340,516 － － 340,516 － － 340,516 

建設仮勘定 48,571 753,693 637,225 165,039 － － 165,039 

有形固定資産計 2,682,927 1,423,713 653,058 3,453,582 782,062 224,925 2,671,519 

無形固定資産               

電話加入権 3,481 － － 3,481 － － 3,481 

ソフトウエア 24,991 7,539 － 32,530 10,929 6,013 21,601 

無形固定資産計 28,472 7,539 － 36,012 10,929 6,013 25,082 

長期前払費用 128,476 47,836 81,341 94,971 22,686 23,362 72,284 

建   物 浜松入野店 50,939千円 

  浜松有玉店 50,281千円 

  笛 吹 店 49,257千円 

構 築 物 鷲 宮 店 15,900千円 

  浜松入野店 13,953千円 

  守 谷 店 11,113千円 

建設仮勘定 山形青田店 50,400千円 



【社債明細表】 

（注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

   ２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

【引当金明細表】 

銘柄 発行年月日 
前期末残高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

利率 

（％） 
担保 償還期限 

第１回無担保社債 平成17年８月15日 100,000 100,000 1.24 なし 平成22年８月13日 

第２回無担保社債 平成17年９月15日 
50,000 

(10,000)

40,000 

(10,000)
0.68 なし 平成22年９月15日 

計 － 
150,000 

(10,000)

140,000 

(10,000)
－ － － 

１年以内 

（千円） 

１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内

（千円） 

３年超４年以内

（千円） 

４年超５年以内

（千円） 

10,000 10,000 10,000 110,000 － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 20,000 26,000 1.25 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 380,460 441,814 1.82 － 

長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを除く。） 
956,938 1,300,126 1.82 平成20年～24年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 1,357,398 1,767,940 － － 

  
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

長期借入金 452,662 377,868 274,562 145,034 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

サービス券引当金 4,300 4,800 4,300 － 4,800 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 原材料 

③ 店舗食材 

④ 敷金保証金 

区分 金額（千円） 

現金   

現金 42,082 

小口現金 1,590 

小計 43,673 

預金   

普通預金 147,767 

合計 191,440 

品目 金額（千円） 

調味料 588 

醤油 128 

合計 717 

品目 金額（千円） 

調味料・加工食材 18,964 

豚骨・豚肉 12,950 

麺 847 

その他 30,228 

合計 62,991 

相手先 金額（千円） 

大和工商リース㈱ 27,478 

芹沢 素一 16,435 

林 和男 16,122 

冬木商事㈱ 16,000 

㈱河野解体工業 15,265 

その他 378,433 

合計 469,734 



⑤ 買掛金 

⑥ 未払金 

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

スターゼン㈱ 22,575 

㈱三和 22,478 

大橋製麺所販売㈱ 17,692 

伊藤ハムミート販売㈱ 12,976 

東日本フード㈱ 8,317 

その他 41,679 

合計 125,721 

区分 金額（千円） 

未払給与 194,628 

１年内返済予定割賦未払金 71,281 

その他 116,465 

合計 382,376 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 当社は、端株の適用を受けておりますが、現在、端株は生じておりません。 

事業年度 ２月１日から１月31日まで 

定時株主総会 ４月中 

基準日 １月31日 

株券の種類 １株券、10株券 

剰余金の配当の基準日 
１月31日 

７月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都中央区八重洲１丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲１丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都中央区八重洲１丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲１丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 
電子公告。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得な

い事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年２月８日北海道財務局長に提出。 

(2）臨時報告書 

 平成18年２月17日北海道財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

 平成18年４月28日北海道財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２に基づく臨時報告書であります。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日）平成18年４月28日北海道財務局長に提

出。 

(4）半期報告書 

 （第14期中）（自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日）平成18年10月30日北海道財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

   平成18年４月28日

株式会社丸千代山岡家    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 本間 寛   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社丸千代山岡家の平成17年２月１日から平成18年１月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社丸千代山岡家の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 １．重要な会計方針 ５．引当金の計上基準 サービス券引当金に記載されているとおり、会社は、無料引換券（サ 

  ービス券）に関する会計方針について、従来回収時の費用として処理していたが、当事業年度より発行時の費用と 

  して引当計上する方法に変更した。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年２月16日に新株発行を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成19年４月19日

株式会社丸千代山岡家    

 取締役会 御中  

 創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 本間 寛   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社丸千代山岡家の平成18年２月１日から平成19年１月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社丸千代山岡家の平成19年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 
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