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平成16年４月期 決算短信(連結) 
                                                平成16年６月４日 
会 社 名       株式会社 焼肉屋さかい                     登録銘柄 
コード番号       7622                          本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ             http://www.yakiniku.jp/） 
代  表  者         役  職  名    代表取締役社長 
           氏    名    城 倉 宏 栄 
問い合わせ先     責任者役職名    経営企画室長 
                     氏 名          浅 野 敏 宏             ＴＥＬ（０３）３８３６ － １１２９ 
決算取締役会開催日    平成16年６月４日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１. 16年4月期の連結業績(平成15年４月21日～平成16年４月20日) 
(１)連結経営成績                              (記載金額は、百万円未満を切捨表示) 

 売   上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

1 6 年 ４ 月 期 18,355 (  5.4 ) 189 (△76.5)  78 (△89.7) 

1 5 年 ４ 月 期 17,412 ( ― ) 804 ( ― ) 758 ( ― ) 
 

 当 期 純 利 益 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 

株 主 資 本 
当 期 純 利 益 率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円   ％ 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

1 6 年 ４ 月 期 △190 ( ―  ) △35  12    ―  ― △6.7 0.5 0.4 

1 5 年 ４ 月 期 170 ( ―  ) 30  80    30  75 5.7 4.8 4.4 
（注）①持分法投資損益     16年4月期    － 百万円       15年4月期    － 百万円 
   ②期中平均株式数（連結） 16年4月期   5,428,926株       15年4月期   5,528,806株 
   ③会計処理の方法の変更   無 
   ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
    当社は、前連結会計年度より、連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけ

る対前年期増減率は記載しておりません。 
   ⑤当連結会計年度は、当期純損失のため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は算出しておりません。 
 
(２)連結財政状態 
 総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

1 6 年 ４ 月 期 17,202 2,766 16.1 508 59 

1 5 年 ４ 月 期 16,490 2,960 18.0 545 61 
（注） 期末発行済株式数（連結）16年4月期   5,440,380株       15年4月期   5,425,780株 
 
(３)連結キャッシュ・フローの状況 
 営業活動による          

キャッシュ・フロー 
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 

1 6 年 ４ 月 期 298 △824 1,325 3,415 

1 5 年 ４ 月 期 1,983 △2,280 1,019 2,616 

 
(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  3社  持分法適用非連結子会社数 － 社  持分法適用関連会社数 － 社 
 
(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）  － 社（除外） － 社   持分法（新規） － 社  （除外） － 社 
 
２. 17年4月期の連結業績予想(平成16年４月21日～平成17年４月20日) 
 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円 

中 間 期  9,154 △29 △58 

通 期 18,801  220  66 
 （参考） 1株当たり予想当期純利益（通期）  12円13銭 
※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因に
よって予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の6ページをご参照下さい。 
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1.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び連結子会社3社で構成されており飲食事業等を営んでおります。 

当社の事業内容及び当該事業における当社及び関係会社の位置づけは次のとおりであります。 

1.レストラン事業 

【㈱焼肉屋さかい】 

主力の焼肉業態「焼肉屋さかい」・「炭火焼肉屋さかい」・「焼肉にっぱちさかい」等の直営店の経営及びフラ

ンチャイズチェーン本部の運営を行っております。また、焼肉業態以外にも、「肉」「焼く」に関するノウハウ

を基に、鶏料理業態の直営店の経営を展開しております。 

【㈱まるさ水産】 

鮮魚料理をメインとした郊外型レストラン業態「鮮魚料理まるさ水産」の直営店の経営を行っております。 

【㈱オリパ】 

オリエンタルテイストとファーストフード的なパスタを特徴としたカフェ業態を展開しておりましたが、営

業店も1店舗のみの状況が続いており、独立会社としての拡がりが現段階では見込めない状況にあり、経営の

合理化を図るため当社にて平成16年1月にその営業権を譲り受けました。 

2.不動産事業 

【㈱焼肉屋さかい】 

自社ビル、遊休資産の有効活用による賃貸事業の他、フランチャイジーへの業務委託及び子会社に対する業

務サービス事業を行っております。 

3.その他事業 

【さかい食品㈱】 

厳選素材によるキムチをメインとした漬物の製造・販売の他、各種調味料の販売を行っております。また、

「身体・心・環境」にやさしいオリジナル商品開発へと幅広く展開しております。 

4.事業系統図 

一 般 顧 客 

                           （商品販売）        （商品販売）                    （商品販売）  （商品販売） 

 

 

 

                                           食材等販売               ロイヤリティ 

                                           経営指導等               等収入 

 

 
 

 

 

 

(注)  ※      連結子会社 

             資本関係 
             社員の出向 
       不動産の賃貸借等の委託 
             漬物・調味料等の製造販売 

当  社 
※ ㈱まるさ水産 

※ ㈱オリパ 

※ さかい食品㈱ 

ＦＣ加盟店 
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2.経 営 方 針 

（1）経営の基本方針 

当社は、「『歓び、輝き、人とともに』 人間的で顧客に愛され 永遠に発展する躍動的な企業をめざす」を企

業理念に置き、食の世界を通じて｢お客様、株主様、フランチャイズ加盟店様、お取引先様、従業員、地域社会、

自然環境｣の7つの方向に「朝日の輝き」を提供する（朝日のロゴマーク）ことをモットーとしております。 

安全、安心、健康でおいしい商品をリーズナブルな価格で提供することが、当社における商品政策の第一義で

あり、同時に店舗運営におきましてはエンターテインメント性も追求し、常にお客様の立場に立った楽しく、く

つろげるサービスを心がけております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、業績の状況に合わせ安定的な利益還元を重要な課題と考え、事業展開の伸長に備え

るための内部留保の充実も考え合わせ決定する方針であります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

主力の焼肉業態であります「焼肉屋さかい」「炭火焼肉屋さかい」「焼肉にっぱちさかい」の直営店舗経営並び

にフランチャイズ展開は、今後とも全国をターゲットにした積極的な多店舗展開を進めてまいります。中期的に

直営店は、関東並びに東京都心から、大阪を中心とした近畿圏を結ぶ東海道ベルト地帯を重要な出店地域とし、

その他の地域はフランチャイズを中心として出店戦略を遂行してまいります。 

さらに、既存業態で培った様々なノウハウを基に新業態の展開を行っており、焼肉業態におきましては、フル

ラインアップ戦略として、より専門性が高く高品質な業態で、都心マーケットにおけるアッパー層向け｢和牛焼

肉坂井｣の実験店を出店しております。また、鶏料理の分野につきましては、大型の総合鶏料理レストラン業態

｢とりバックス｣を出店しておりますが、開業以来、様々な試行錯誤を経て、フォーマットをほぼ確立し、フラン

チャイズチェーンとしてのパッケージ化を推進しております。今後は、当社のフランチャイズビジネスの一つの

柱として育ててまいりたいと考えております。 

さらに、「肉」「焼く」のカテゴリーを超えた領域で、鮮魚料理をメインとした郊外型レストラン業態の「鮮魚

料理まるさ水産」につきましては、子会社を設立して運営致しておりますが、東海地区、神奈川県下を中心に店

舗も12店まで増え順調に業容を拡大しております。今後は業態としての完成度を高めるとともに、事業の収益性

の向上をはかるべく、さらなる創意工夫を行ってまいりたいと考えております。 

単一業態での事業展開に対するリスクヘッジとして、第2、第3の柱を育成することは、大変重要なテーマであ

り、食のコングロマリット化へ向けて果敢にチャレンジしてまいりたいと考えております。 

また、川上戦略として、メーカー・商社機能の領域へのアプローチも、食に関する産業化の道として重要なテ

ーマと捉えており、安全・安心面を含めて「産地からお客様まで」のすべてのプロセスにおける仕組み作りに取

り組んでいきたいと考えております。 

 

（4）対処すべき課題 

昨年末に発生しました米国ＢＳＥ問題に関しまして、当社としては以下の課題を認識しており、次のように対

処することで、業績回復に向けて注力してまいります。 

まず使用牛肉の絶対量確保でありますが、高品位のグレイン肥育タイプを中心に豪州産牛肉への転換が順調に

進み、6月の段階ですでに米国ＢＳＥ問題発生前の牛肉使用量が確保できております。 

また出店につきましては、直営店とフランチャイズ店のバランスを勘案し、財務バランスの修正が必要な現状

においては、直営店の出店は当面数を絞込み抑制的に対処していく方針です。 
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さらに既存店の収益改善については市場の二極化や消費者のニーズを的確に捉え、高価格業態については「ク

オリティ・専門性・サービス内容」の向上とロイヤルカスタマー作りを推進し、低価格業態については「お値打

ち感・バラエティーさ・楽しいプロモーション」をより強化し、ＢＳＥ問題により一時的に落ち込んだファミリ

ー層顧客の再獲得を目指します。また必要に応じて部分的に戦略メニューの編成、改装リフレッシュ、業態変更

を行ない、全体としての利益の底上げを図ってまいります。 

一方、フランチャイズ事業につきましては、東京本社移転を契機に情報発信力を強化して、加盟開拓を増強す

るとともに、焼肉業態・鶏料理業態に続く新たなフランチャイズパッケージの開発を進めてまいります。 

以上のような方針・施策のもと、持てる経営資源をフル活用して業績回復を目指し、今後の発展、成長の基礎

固めを推進してまいります。 

 

（5）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、近年企業におけるコーポレート・ガバナンスに対する社会的重要性が叫ばれる中、効率的かつ健全

な企業経営を可能にするシステムと、経営環境の変化に対応できる組織体制を構築するため、株主を中心とし

た利害関係者に対して、迅速な意思決定の維持・向上に努め、公正で透明性の高い経営を遂行することを重要

施策と考えております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

ａ.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況 

取締役は少数で構成されており、社外取締役は選任しておりません。会社の意思決定機関としての取締役会

は、原則として月2回定期的に開催し、経営の基本方針並びに商法に基づく重要な経営活動について決議して

おります。 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名を選任、内3名が社外監査役であります。常時1名の監査役

が執務しており、取締役会には必ず出席し、取締役会の職務執行を監視できる体制となっております。さらに

当社は、経営の健全化を推し進めるため、業務部門から独立した内部監査室を設置し、内部牽制としての機能

の充実をも図っております。 

当社は、法律事務所と顧問契約を結んでおり、法律上の判断について必要に応じてアドバイスをお願いして

おります。 

また、公認会計士による監査は監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を期末に偏ることなく期中にお

いても定期的に受けております。 

ｂ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社は、社外取締役を選任しておりません。社外監査役と当社との人的関係等の利害関係はありません。 

ｃ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

当社は、従前より執行役員制度を導入しており、執行役員による業務執行機能を充実させ、現場の意見を経

営に反映させることによって、より機能的かつ迅速な意思決定が行えるよう努めています。 

ｄ.社内における企業倫理・法令遵守体制確立に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

社長を委員長とし、各部門長を委員とするコンプライアンス委員会を設置（常設）致しました。同委員会を

定期的に開催し、社内の諸問題について対応を協議解決する機関とし活用することで、社内の企業倫理と法令

遵守体制が確立されるよう努めています。 
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3.経営成績及び財政状態 

Ⅰ. 経 営 成 績 

（1）当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、株式市況及び大企業の収益回復も進み、金融機関の業績回復もあ

って若干の明るさが見えはじめました。しかしながら依然として失業率は高止まりと、所得環境の改善も進ん

でいないことから個人消費の足取りは重く、イラク戦争の激化や米国でのＢＳＥ発生等の外部要因もあって本

格的な回復には至らない状況にありました。 

外食業界におきましては、オーバーストア状況下の競争激化や個人消費の不振、冷夏に加えて、8月の輸入

牛肉に対するセーフガードの発令や12月の米国でのＢＳＥ問題発生に伴う米国産牛肉の輸入停止措置の発令、

更に鳥インフルエンザの発生もあって、ファミリー層の需要の減退と食材の高騰という逆風下の一年となりま

した。影響は特に肉類を中心とした業態に顕著に現れ、焼肉・牛丼各社では大手を中心に大きな影響を被りま

した。各社とも消費者に対しての安全・安心の確保と食材の仕入の安定確保、メニュー改編等により、影響を

最小限に食い止める為の企業努力に注力いたしました。 

当企業集団につきましても例外になく外部からの大きな影響を受けた一年でした。セーフガードによる原価

の高騰に対しては、「チルド肉を各店舗で手切りする」という独自のノウハウを活かして、従来と同等の味が

確保できる新部位をご提供することで対応し、当中間連結会計期間は売上・経常利益とも前年同期比増収増益

を確保いたしました。しかしながら12月24日に発生いたしました米国でのＢＳＥ問題に端を発する米国産牛肉

の輸入停止措置は、使用牛肉の90％を米国産に依存しておりました当社にとっては衝撃的な事件であり、その

対応に大変苦慮いたしました。当社では、12月25日に対策本部を設置して、お客様に対してまず当社商品の安

全性について告知するとともに、主力商品である牛肉の安定確保に努め、当社の基準に見合った商品を緊急確

保いたしました。合わせて牛肉以外の肉類を使ってのメニュー開発を進め「焼？屋さかい」キャンペーンの形

で発表いたしました（新商品の投入は3月2日より実施）。 

その後、2月下旬には豪州産牛肉の価格が需給バランスから低下し、かつ当社グループが開発したタレで従

来に近い味が出せるようになったことから、3月中旬より豪州産牛肉をメインにメニューの強化を行いました。

また社内的には、各本部の人材を横断的に集めて、業態進化・商品進化・体質進化の3つの専門委員会を立ち

上げ、対応策を講じました。 

「焼肉業態」につきましては、以上のような対応を取りましたが、当社の主要なお客様であるファミリー層

の需要が急速に減退し、原価の上昇もあって非常な苦戦を強いられました。しかしながら2月を底にして、売

上は徐々に回復傾向にあります。 

なお鶏料理レストラン「とりバックス」につきましては、6月に埼玉に直営店を、7月と16年3月に東京と愛

知にフランチャイズ店をオープンし、直営2店・フランチャイズ2店の4店舗体制になりました。鳥インフルエ

ンザの影響は一時的なものであり、今後はフランチャイズパッケージの完成により、加盟店ビジネスを推進し

て参ります。 

また子会社まるさ水産で運営しております、鮮魚料理専門店の「鮮魚料理まるさ水産」も3店舗をオープン

し(1店舗は炭火焼肉屋さかいへ変更)店舗数は12店舗となり、売上高18億56百万円(6億61百万円増)と順調に成

長を遂げております。今後店舗オペレーションの一層の効率化を図り、当社の目指す「食のコングロマリット

戦略」の柱の一つに育ててまいりたいと考えております。 

店舗数につきましては、焼肉業態26店（内直営店8店）、鶏料理業態3店（内直営1店）、鮮魚業態3店（全て直

営）を出店し、当連結会計年度末で232店（内直営店120店）となりました。 

これらの活動により、連結売上高は183億55百万円、連結経常利益は78百万円、連結当期純損失は1億90百万

円となりました。 
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（2）事業別の実績 

各事業ごとの売上高の概況につきましては、次のとおりであります。 

ただし、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しているため、営業損益の情報については記載しており

ません。 

 

① レストラン事業 

(店舗売上) 

当連結会計年度におきましては、売上高は142億61百万円(前期比2.0％増)となっております。 

焼肉業態におきましては売上高120億70百万円(前期比3.2％減)、鶏料理業態等におきましては売上高2億

97百万円(前期比33.1％増)、鮮魚料理業態におきましては売上高18億37百万円(前期比47.9％増)、カフェ業

態におきましては売上高55百万円(前期比9.3％増)となりました。 

(フランチャイジー向売上) 

当連結会計年度におきましては、20店舗のフランチャイズ店舗の新規出店(当連結会計年度末112店舗)を

しており売上高につきましては27億87百万円(前期比12.1％増)となりました。 

(ロイヤリティ等収入) 

当連結会計年度におきましては、20店舗のフランチャイズ店舗の新規出店、21店舗の新規フランチャイズ

加盟金収入、酒類・ソフトドリンクの契約料収入等により売上高につきましては11億7百万円(前期比46.9％

増)となりました。 

② 不動産事業 

当連結会計年度におきましては、フランチャイジーへの転リース契約及びさかいビルの賃貸契約等を行っ

ており、売上高につきましては1億75百万円(連結相殺後)となりました(前期比18.8％増)。 

③ その他事業 

当連結会計年度におきましては、漬物等の外販活動をさかい食品㈱でおこなっており、売上高につきまし

ては23百万円(連結相殺後)となりました。(前期比41.1％減) 

 

（3）次期の見通し 

米国で発生しましたＢＳＥに伴う米国産牛肉の輸入停止措置の長期化は必至であり、現段階で当企業集団で

は今期中の輸入解禁をおり込まないで予想を策定しております。業態や商品の再編集をもとに既存店の営業力

強化、フランチャイズ事業の強化をはかることで営業収益を高めると共に、間接コストの徹底的な削減を図り、

より身軽な体質に改めて、営業部門を中心にした「戦う組織」を目指します。 

通期業績見通しといたしましては、連結売上高188億1百万円(前期比2.4%増)、連結経常利益2億20百万円

（前期比180.6%増)、連結当期純利益66百万円を計画しております。 



 7 

Ⅱ. 財 政 状 態 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して、7

億99百万円増加し、当連結会計年度末には、34億15百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2億98百万円（前期比85.0％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純損失が1億47百万円と前期と比べ、8億36百万円と大幅に利益が減少したこ

とや法人税等の支払額4億40百万円の計上などが資金の減少要因となっております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は8億24百万円（前期比63.8％減）となりました。 

これは主に、前期の有形固定資産の取得による支出に東京さかいビルの建築コストなど、直営店舗の新規出

店以外のコストが含まれており、また直営店舗の出店数についても前期に比べ、10店舗減少するなど設備投資

が抑制されたことが減少要因となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は13億25百万円（前期比30.0％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増加した一方で、短期借入金の純増加額や長期借入金による収

入が増加したことが、資金の増加要因となっております。 
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4.連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
(平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(平成16年４月20日) 対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   2,643,043   3,439,580  796,537 

２ 受取手形及び売掛金   668,581   823,786  155,204 

３ たな卸資産   112,548   191,815  79,266 

４ 繰延税金資産   76,808   92,858  16,050 

５ その他   243,654   361,231  117,577 

貸倒引当金   △35,750   △43,654  △7,904 

流動資産合計   3,708,885 22.5  4,865,618 28.3 1,156,732 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※２ 8,022,811   8,358,211    

減価償却累計額  2,159,570 5,863,240  2,637,111 5,721,100  △142,140 

(2) 機械装置及び運搬具  50,733   51,594    

減価償却累計額  42,455 8,277  44,865 6,728  △1,549 

(3) 器具及び備品  1,114,274   1,188,086    

減価償却累計額  583,866 530,408  750,274 437,811  △92,597 

(4) 土地 ※２  3,559,777   3,305,280  △254,497 

(5) 建設仮勘定   145,622   28,226  △117,396 

有形固定資産合計   10,107,327 61.3  9,499,146 55.2 △608,180 

２ 無形固定資産   141,515 0.8  147,971 0.9 6,455 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  74,085   185,379  111,293 

(2) 長期貸付金   299,121   305,444  6,323 

(3) 長期前払費用   134,484   127,817  △6,667 

(4) 繰延税金資産   274,837   263,135  △11,701 

(5) 差入保証金   1,716,588   1,706,505  △10,082 

(6) その他   242,108   210,145  △31,963 

貸倒引当金   △219,269   △113,968  105,301 

投資その他の資産合計   2,521,957 15.3  2,684,459 15.6 162,502 

固定資産合計   12,770,799 77.4  12,331,577 71.7 △439,222 

Ⅲ 繰延資産         

社債発行費   10,333   5,166  △5,166 

繰延資産合計   10,333 0.1  5,166 0.0 △5,166 

資産合計   16,490,018 100.0  17,202,362 100.0 712,343 
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  前連結会計年度 

(平成15年４月20日) 
当連結会計年度 
(平成16年４月20日) 対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金   628,685   574,584  △54,101 

２ 短期借入金 ※２  4,400,710   5,863,460  1,462,750 

３ 一年以内償還予定社債   100,000   100,000  ― 

４ 未払金   396,182   199,261  △196,921 

５ 未払費用   485,880   473,800  △12,079 

６ 未払法人税等   289,101   37,451  △251,649 

７ 未払消費税等   115,551   116,182  631 

８ 賞与引当金   111,900   87,000  △24,900 

９ 割賦未実現利益   12,068   2,816  △9,252 

10 その他   21,875   13,619  △8,256 

流動負債合計   6,561,956 39.8  7,468,176 43.4 906,220 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   400,000   300,000  △100,000 

２ 長期借入金 ※２  6,140,680   6,151,570  10,890 

３ 役員退職慰労引当金   117,056   113,220  △3,836 

４ 預り保証金   302,908   402,492  99,583 

５ その他   1,272   ―  △1,272 

固定負債合計   6,961,917 42.2  6,967,282 40.5 5,364 

負債合計   13,523,874 82.0  14,435,458 83.9 911,584 

(少数株主持分)         

少数株主持分   5,795 0.0  ― ― △5,795 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※３  856,755 5.2  860,086 5.0 3,330 

Ⅱ 資本剰余金   1,265,075 7.7  1,268,406 7.4 3,330 

Ⅲ 利益剰余金   1,007,187 6.1  762,257 4.4 △244,930 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △3,202 △0.0  42,274 0.2 45,477 

Ⅴ 自己株式 ※３  △165,465 △1.0  △166,119 △0.9 △654 

資本合計   2,960,349 18.0  2,766,903 16.1 △193,445 

負債、少数株主持分 
及 び 資 本 合 計 

  16,490,018 100.0  17,202,362 100.0 712,343 
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅰ 売上高   17,412,957 100.0  18,355,526 100.0 942,568 

Ⅱ 売上原価   5,600,972 32.2  6,417,188 35.0 816,216 

売上総利益   11,811,985 67.8  11,938,337 65.0 126,351 

Ⅲ 割賦未実現利益         

割賦未実現利益戻入   (+)4,035 (+)0.0  (+)2,146 (+)0.0 △1,889 

割賦販売後総利益   11,816,021 67.8  11,940,483 65.0 124,462 

Ⅳ 販売費及び一般管理費         

１ 広告宣伝費  57,457   143,201    

２ 販売促進費  950,272   1,064,033    

３ 運賃  459,653   527,525    

４ 貸倒引当金繰入額  61,187   8,235    

５ 役員報酬  146,826   125,988    

６ 給与手当  3,747,350   4,101,746    

７ 賞与引当金繰入額  110,498   87,000    

８ 福利厚生費  285,085   287,459    

９ 採用教育費  101,230   110,670    

10 旅費交通費  85,404   87,809    

11 通信費  76,287   91,247    

12 水道光熱費  689,241   714,735    

13 消耗品費  404,923   347,036    

14 修繕費  183,700   188,065    

15 衛生費  229,313   270,729    

16 租税公課  111,410   102,602    

17 賃借料  2,106,165   2,233,910    

18 減価償却費  801,518   845,283    

19 その他  403,599 11,011,125 63.2 413,682 11,750,964 64.0 739,838 

営業利益   804,895 4.6  189,519 1.0 △615,375 
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前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅴ 営業外収益         

１ 受取利息  25,821   24,916    

２ 受取配当金  214   341    

３ 保険金収入  25,771   24,452    

４ 寮社宅収入  73,618   78,066    

５ 器具備品受贈益  27,766   5,632    

６ その他  24,095 177,287 1.0 23,908 157,317 0.9 △19,970 

Ⅵ 営業外費用         

１ 支払利息  194,900   228,725    

２ その他  28,365 223,266 1.2 39,697 268,422 1.5 45,156 

経常利益   758,917 4.4  78,414 0.4 △680,502 

Ⅶ 特別利益         

１ 前期損益修正益 ※１ 11,400   ―    

２ 固定資産売却益 ※２ ―   27,825    

３ 投資有価証券売却益  ―   10,350    

４ 受取補償金  ― 11,400 0.1 58,240 96,415 0.5 85,015 

Ⅷ 特別損失         

１ 固定資産除売却損 ※３ 19,385   289,963    

２ 投資有価証券評価損  2,840   ―    

３ 賃借契約解約損  59,648   29,711    

４ 関係会社株式売却損  ― 81,874 0.5 3,000 322,675 1.7 240,800 
税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

  688,442 4.0  △147,845 △0.8 △836,288 

法人税、住民税及び事業税  290,316   84,144    

法人税等調整額  244,275 534,591 3.1 △35,522 48,622 0.2 △485,969 

少数株主損失   △16,449 △0.1  △5,795 △0.0 10,653 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

  170,300 1.0  △190,672 △1.0 △360,972 
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(3)連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 増減 

(千円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,265,075 1,265,075 

   資本準備金期首残高   1,263,984   △1,263,984 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

   新株予約権等の 
   権利行使による増加 

 1,091 1,091 3,330 3,330 2,239 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,265,075  1,268,406 3,330 

       

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,007,187 1,007,187 

   連結剰余金期首残高   864,891   △864,891 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

   当期純利益  170,300 170,300 ― ― △170,300 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

 １ 配当金  28,004  54,257   

 ２ 当期純損失  ― 28,004 190,672 244,930 216,925 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,007,187  762,257 △244,930 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 増減 

(千円) 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
１ 税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△)  688,442 △147,845 △836,288 

２ 減価償却費  835,563 885,490 49,926 
３ 差入保証金償却額  37,811 36,716 △1,095 
４ 賞与引当金の増減額(減少：△)  31,586 △24,900 △56,486 
５ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △4,944 △3,836 1,108 
６ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  15,469 △97,397 △112,866 
７ 受取利息及び受取配当金  △26,035 △25,257 778 
８ 支払利息  194,900 228,725 33,824 
９ 固定資産除売却損  19,385 289,963 270,578 
10 固定資産売却益  ― △27,825 △27,825 
11 投資有価証券売却益  ― △10,350 △10,350 
12 投資有価証券評価損  2,840 ― △2,840 
13 関係会社株式売却損  ― 3,000 3,000 
14 賃借契約解約損  59,648 29,711 △29,937 
15 器具備品受贈益  △27,766 △5,632 22,134 
16 売上債権の増減額(増加：△)  27,085 △47,901 △74,986 
17 たな卸資産の増減額(増加：△)  △13,093 △79,266 △66,173 
18 仕入債務の増減額(減少：△)  113,326 △54,101 △167,428 
19 未払消費税等の増減額(減少：△)  100,245 631 △99,614 
20 預り保証金の増減額(減少：△)  26,346 99,583 73,236 
21 その他  103,552 △100,177 △203,730 

小計  2,184,367 949,329 △1,235,037 
22 利息及び配当金の受取額  19,190 16,235 △2,955 
23 利息の支払額  △187,255 △227,160 △39,904 
24 法人税等の支払額  △32,811 △440,057 △407,245 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,983,490 298,347 △1,685,143 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
１ 定期預金等の預入による支出  △21,900 △20,000 1,900 
２ 定期預金等の払戻による収入  25,100 22,600 △2,500 
３ 有形固定資産の取得による支出  △2,190,597 △1,131,366 1,059,230 
４ 有形固定資産の売却による収入  295,800 428,647 132,847 
５ 投資有価証券の取得による支出  △35,807 △68,892 △33,085 
６ 投資有価証券の売却による収入  ― 24,600 24,600 
７ 関係会社株式の取得による支出  △20,000 ― 20,000 
８ 関係会社株式の売却による収入  ― 17,000 17,000 
９ 出資金の取得による支出  ― △16,000 △16,000 
10 差入保証金の差入による支出  △322,012 △150,182 171,829 
11 差入保証金の返還による収入  51,618 107,177 55,558 
12 貸付けによる支出  △57,802 △47,345 10,457 
13 貸付金の回収による収入  90,746 39,617 △51,128 
14 その他の投資による支出  △95,905 △30,454 65,451 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,280,759 △824,599 1,456,159 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
１ 短期借入金の純増減額(減少：△)  △1,775,000 1,155,000 2,930,000 
２ 長期借入れによる収入  3,700,000 4,277,700 577,700 
３ 長期借入金の返済による支出  △1,199,160 △3,959,060 △2,759,900 
４ 社債の発行による収入  500,000 ― △500,000 
５ 社債の返済による支出  ― △100,000 △100,000 
６ 株式の発行による収入  2,182 6,661 4,479 
７ 自己株式の取得による支出  △165,152 △654 164,498 
８ 配当金の支払額  △28,004 △54,257 △26,253 
９ その他  △15,500 ― 15,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,019,365 1,325,389 306,024 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  722,096 799,137 77,041 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,894,347 2,616,443 722,096 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,616,443 3,415,580 799,137 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社数  ３社 
   連結子会社の名称 
    さかい食品株式会社 
    株式会社まるさ水産 
    株式会社オリパ 

① 連結子会社数  ３社 
   連結子会社の名称 
    さかい食品株式会社 
    株式会社まるさ水産 
    株式会社オリパ 

 ② 非連結子会社数  １社 
    株式会社ライジングサンエンタテ

イメント 
  (連結の範囲から除いた理由) 
   非連結子会社は、小規模であり、合
計の総資産、売上高、当期純損益(持
分に見合う額)及び利益剰余金(持分に
見合う額)等は、いずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼしていないため
であります。 

② 非連結子会社数   
    該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会社 
 株式会社ライジングサンエンタテイメン
ト 
 (持分法を適用しない理由) 
  持分法を適用していない非連結子会社
は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても
重要性がないためであります。 

持分法を適用していない非連結子会社 
 該当事項はありません。 

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算
日と一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 
 
① 有価証券 
ａ 子会社株式 
    移動平均法による原価法 
ｂ 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) 

 

 
 
① 有価証券 
  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) 

 ② たな卸資産 
ａ 原材料・商品 
 (イ)店舗 
   最終仕入原価法による原価法 

② たな卸資産 
ａ 原材料・商品 
 (イ)店舗 

同左 
  (ロ)その他 

   先入先出法による原価法 
 

 (ロ)その他 
同左 

 ｂ 製品・仕掛品 
   総平均法による原価法 
 

ｂ 製品・仕掛品 
同左 

 ｃ 貯蔵品 
   最終仕入原価法による原価法 
 

ｃ 貯蔵品 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 

① 有形固定資産 
   定率法 
   なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 
   建物及び構築物  ２年～50年 
   器具及び備品   ２年～15年 
 

① 有形固定資産 
同左 

 ② 無形固定資産 
   定額法 
   なお、ソフトウェア(自社利用)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 償却期間 ２年～15年 

③ 長期前払費用 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。 
 

① 貸倒引当金 
同左 

 ② 賞与引当金 
  従業員賞与の支給に備えるため、賞与
支給見込額を計上しております。 
 

② 賞与引当金 
同左 

 ③ 役員退職慰労引当金 
  提出会社については、平成13年7月18
日まで在任していた役員の退職慰労金の
支払に備えるため、内規に基づく同日現
在の要支給額を計上しております。 
  なお、同内規により同日以降の積み増
しは行っておりません。 

③ 役員退職慰労引当金 
同左 

 (4) 重要なリース取引の処理
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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 
   金利スワップについては、特例処理
の要件を満たしておりますので、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 … 変動金利借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 ③ ヘッジ方針 
   借入金に関する金利変動リスクを回
避するため、金利スワップ取引を行っ
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 
   金利スワップ取引については、特例
処理の要件を満たしているため、ヘッ
ジの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 

 (6) その他連結財務諸表作成
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 

５ 連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法
は、全面時価評価法を採用しております。 
 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関す
る事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却する
こととしております。 
 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに
関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処
分について、当連結会計年度中に確定した
利益処分に基づいております。 
 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における
資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、
随時引き出し可能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動について僅少
なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短期投資からなっ
ております。 

同左 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(平成16年４月20日) 

※１ 非連結子会社に対するもの 
投資有価証券(株式) 20,000千円

  

※１ 
――― 

※２ 担保提供資産 
建物及び構築物 1,512,069千円
土地 3,461,893千円
計 4,973,963千円

   上記に対する債務 
短期借入金 1,735,510千円
長期借入金 3,705,340千円
計 5,440,850千円

  

※２ 担保提供資産 
建物及び構築物 1,904,244千円
土地 3,271,176千円
計 5,175,420千円

   上記に対する債務 
短期借入金 2,350,280千円
長期借入金 3,770,170千円
計 6,120,450千円

  
※３ 自己株式の保有数 
    連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数

は、以下のとおりであります。 
     普通株式            180,380株 
    なお、当社の発行済株式総数は、普通株式5,606,160

株であります。 
 

※３ 自己株式の保有数 
    連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数

は、以下のとおりであります。 
     普通株式            180,920株 
    なお、当社の発行済株式総数は、普通株式5,621,300

株であります。 
 

 ４ 保証債務 
    他社のリース契約による支払債務に対して経営指導念

書に基づき次のとおり保証を行っております。 
㈲ティー・アンド・エム 3,535千円
㈲百石書店 3,388千円
計 6,923千円

  

 ４ 
――― 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

※１ 前期損益修正益の内訳 
 

過年度未払金修正益 11,400千円 
  

※１ 
――― 

※２ 
――― 

 
 
※３ 固定資産除売却損の内訳 
     固定資産除却損 

建物及び構築物 14,536千円 
器具及び備品 369千円 
撤去費用 4,479千円 
計 19,385千円 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 
建物及び構築物 27,825千円 
計 27,825千円 

 
※３ 固定資産除売却損の内訳 
     固定資産売却損 

器具及び備品 2,415千円 
土地 35,818千円 
計 38,233千円 

 
     固定資産除却損 

建物及び構築物 202,706千円 
器具及び備品 14,828千円 
長期前払費用 7,883千円 
撤去費用 26,311千円 
計 251,729千円 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

 
(平成15年4月20日) 

現金及び預金勘定 2,643,043千円 
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金・定期積金 △26,600千円 

現金及び現金同等物 2,616,443千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

 
(平成16年4月20日) 

現金及び預金勘定 3,439,580千円 
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金・定期積金 △24,000千円 

現金及び現金同等物 3,415,580千円 
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(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１ 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及
び期末残高相当額 

 

  
機械装置 
及び運搬具 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
無形 
固定資産 
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  82,615  2,023,177  276,016  2,381,808 

減価償却累 
計額相当額  39,859  1,033,742  158,985  1,232,586 

期末残高 
相当額  42,755  989,435  117,030  1,149,221 

  

  
機械装置 
及び運搬具 
(千円) 

 
器具及び 
備品 
(千円) 

 
無形 
固定資産 
(千円) 

 合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  85,832  1,711,686  272,567  2,070,086 

減価償却累 
計額相当額  47,778  977,622  204,476  1,229,877 

期末残高 
相当額  38,054  734,064  68,090  840,208 

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 448,004千円 
１年超 744,747千円 
計 1,192,751千円 

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 390,931千円 
１年超 485,237千円 
計 876,169千円 

  
 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 519,938千円 
減価償却費相当額 469,991千円 
支払利息相当額 42,226千円 

  

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
支払リース料 470,223千円 
減価償却費相当額 425,547千円 
支払利息相当額 33,218千円 

  
 (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 
    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。 
 

 (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 
    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

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。 

  
２ オペレーティング・リース取引(借主側) 
   未経過リース料 

１年内 5,400千円 
１年超 39,105千円 
計 44,505千円 

  

２ オペレーティング・リース取引(借主側) 
   未経過リース料 

１年内 5,400千円 
１年超 33,705千円 
計 39,105千円 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成15年４月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

  ①株式 ― ― ― 

  ②債券 ― ― ― 

  ③その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    

  ①株式 59,459 54,085 △5,374 

  ②債券 ― ― ― 

  ③その他 ― ― ― 

小計 59,459 54,085 △5,374 

合計 59,459 54,085 △5,374 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、減損処理2,840千円を行っております。また、その他有価
証券の減損処理にあたっては、連結決算日における時価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理す
るとともに、時価の簿価に対する下落率が30％以上50％未満の銘柄については信用リスクや過去の時価の推移等を総合的
に検討し、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成14年４月21日 至 平成15年４月20日) 

  該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 20,000 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  該当事項はありません。 
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当連結会計年度(平成16年４月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

  ①株式 114,102 185,379 71,276 

  ②債券 ― ― ― 

  ③その他 ― ― ― 

小計 114,102 185,379 71,276 

連結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 ― ― ― 

  ③その他 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 114,102 185,379 71,276 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。その他有価証券の減損処理にあたっては、連結決算日における時
価の簿価に対する下落率が50％以上の銘柄について一律減損処理するとともに、時価の簿価に対する下落率が30％以上
50％未満の銘柄については信用リスクや過去の時価の推移等を総合的に検討し、時価の回復可能性が認められないと判断
される銘柄を減損処理しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

24,600 10,350 ― 

 

３ 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。 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１ 取引の状況に関する事項 
 (1) 取引の内容及び利用目的等 
    提出会社は、変動金利の借入金の調達資金を固定金利

の調達資金に換えるため、金利スワップ取引を利用して
おります。 

    なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ており、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ
有効性評価の方法等については、連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項４(5) 重要なヘッジ会計の方
法に記載しております。 

 

１ 取引の状況に関する事項 
 (1) 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 (2) 取引に対する取組方針 
    金利変動リスクを回避するために、金利スワップ取引

を利用することにより、将来の変動リスク要因を回避す
る目的で利用するものであり、短期的な売買差益を獲得
する目的(トレーディング目的)や投機目的のためのデリ
バティブ取引は行わない方針であります。 

 

 (2) 取引に対する取組方針 
同左 

 (3) 取引に係るリスクの内容 
    提出会社の金利関連のデリバティブ取引の契約先は、

信用度の高い大手金融機関を取引相手としておりますの
で、契約不履行に係る信用リスクはほとんどないものと
判断しております。 

 

 (3) 取引に係るリスクの内容 
同左 

 (4) 取引に係るリスク管理体制 
    現状、ヘッジ対象及び目的も限定的に運用しておりま

すので、特段のリスク管理は行っておりません。 
 

 (4) 取引に係るリスク管理体制 
同左 

２ 取引の時価等に関する事項 
   該当事項はありません。 
   なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会
計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま
す。 

２ 取引の時価等に関する事項 
同左 
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(税効果会計関係) 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な
原因別の内訳 

(1) 流動資産 
繰延税金資産  
賞与引当金 38,253千円 
貸倒引当金 12,118千円 
未払費用 10,837千円 
未払事業税 10,975千円 
その他 4,806千円 
繰延税金資産合計 76,990千円 
  
繰延税金負債  
特別償却準備金 △181千円 
繰延税金負債合計 △181千円 
繰延税金資産の純額 76,808千円 

  

(1) 流動資産 
繰延税金資産  
賞与引当金 35,400千円 
貸倒引当金 16,856千円 
繰越欠損金 13,315千円 
固定資産除却損 12,698千円 
未払費用 9,791千円 
賃借契約解約損 4,698千円 
その他 4,821千円 
繰延税金資産合計 97,582千円 
  
繰延税金負債  
未収事業税 △4,545千円 
特別償却準備金 △178千円 
繰延税金負債合計 △4,723千円 
繰延税金資産の純額 92,858千円 

  
 (2) 固定資産 

繰延税金資産  
減価償却費 141,877千円 
貸倒引当金 72,394千円 
役員退職慰労引当金 47,337千円 
一括償却資産 11,485千円 
繰越欠損金 64,993千円 
その他 2,273千円 
繰延税金資産小計 340,362千円 
  
評価性引当額 △64,993千円 
繰延税金資産合計 275,368千円 
  
繰延税金負債  
特別償却準備金 △531千円 
繰延税金負債合計 △531千円 
繰延税金資産の純額 274,837千円 

  

(2) 固定資産 
繰延税金資産  
減価償却費 192,938千円 
役員退職慰労引当金 46,069千円 
貸倒引当金 44,751千円 
一括償却資産 8,638千円 
繰越欠損金 85,688千円 
その他 97千円 
繰延税金資産小計 378,182千円 
  
評価性引当額 △85,688千円 
繰延税金資産合計 292,494千円 
  
繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 △29,002千円 
特別償却準備金 △356千円 
繰延税金負債合計 △29,358千円 
繰延税金資産の純額 263,135千円 

  
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
との間の差異の原因となっ
た主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.5％ 
 (調整)  
交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 2.8％ 

住民税均等割等 10.1％ 
同族会社の留保金課税 14.5％ 
評価性引当額増加額 8.3％ 
税率変更による 
 期末繰延税金資産の減額修正 1.0％ 

その他 △0.5％ 
税効果会計適用後の 
 法人税等負担率 77.7％ 

  

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損
失を計上しておりますので、記載を省略して
おります。 

３ 法人税等の税率の変更によ
る繰延税金資産及び繰延税
金負債の修正金額 

 地方税等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
たことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16
年４月１日以降解消が見込まれるものに限
る。)に使用した法定実効税率は、前連結会
計年度の41.5％から40.4％に変更しておりま
す。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税
金負債を控除した金額)が7,132千円減少し、
当連結会計年度に計上された法人税等調整額
が7,072千円その他有価証券評価差額金が60
千円それぞれ増加しております。 

 
――― 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成14年４月21日 至 平成15年４月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「レストラン事

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

 

当連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「レストラン事

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

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成14年４月21日 至 平成15年４月20日) 

本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

本邦以外の国または地域に所在する支店及び連結子会社はありませんので、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成14年４月21日 至 平成15年４月20日) 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成14年４月21日 至 平成15年４月20日) 

(1) 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 住所 資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社 

㈱ジェイ 
・アート 

岐阜県
各務原
市 

98,000 飲食店の経営 ― 兼任１人 ― 土地・建物等
の購入 313,486 未払金 ― 

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
     ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 
       資産の購入価額につきましては、不動産鑑定評価に基づいております。 

 

(2) 子会社等 

非連結子会社との取引については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 

 

当連結会計年度(自 平成15年４月21日 至 平成16年４月20日) 

  子会社等 

非連結子会社との取引については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

なお、非連結子会社であった株式会社ライジングサンエンタテイメントの所有株式の全株式を平成16年４月12

日付で売却しております。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１株当たり純資産額 545.61円 508.59円 

１株当たり当期純利益又は当期純損失
(△) 30.80円 △35.12円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 30.75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、１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)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、以下のとおりであ
ります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月21日 
至 平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年４月21日 
至 平成16年４月20日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 170,300 △190,672 

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又は当期純損
失(△)(千円) 170,300 △190,672 

期中平均株式数(株) 5,528,806 5,428,926 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ― ― 

普通株式増加数(株) 9,192 ― 

(うち新株予約権(株)) 9,192 ― 

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

平成12年７月14日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式     61,000株 
平成13年７月18日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式     68,000株 
平成14年７月17日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式    145,800株 

平成12年７月14日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式     60,000株 
平成13年７月18日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式     66,000株 
平成15年７月15日定時株主総会決議ストッ
クオプション 
(新株予約権) 
普通株式    153,400株 
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（事業別販売実績） 

前連結会計年度 
(自  平成14年４月21日 
至  平成15年４月20日) 

当連結会計年度 
(自  平成15年４月21日 
至  平成16年４月20日) 事業の種類別セグメントの名称 

金額(千円) 構 成 比 金額(千円) 構 成 比 
 ％  ％ 

 店舗売上 
13,984,774 80.3 14,261,277 77.7 

 フランチャイジー向売上 2,486,621 14.3 2,787,812 15.2 

レ
ス
ト
ラ
ン
事
業  ロイヤリティ等収入 753,904 4.3 1,107,479 6.0 

合   計 17,225,300 98.9 18,156,569 98.9 

不動産事業 147,729 0.9 175,445 1.0 

その他事業 39,927 0.2 23,511 0.1 

合   計 17,412,957 100.0 18,355,526 100.0 

 (注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

   2.レストラン事業の店舗売上とは、直営店舗における売上高であり、フランチャイジー向売上とは、フランチャイズ店舗に対

する食材等の卸売上であります。 

   3.不動産事業の売上高は、フランチャイジーへの転リース料等であります。 

   4.その他事業の売上高は、さかい食品㈱での漬物・飲料水等の外販による売上であります。 

 


