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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

(注) 前連結会計年度は、期末における子会社の増資引受けにより重要性が増したため、貸借対照表のみを連結しており、連結損益計算書は作成してお
りませんでした。したがって、連結経営成績は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

(注) 前連結会計年度は、期末における子会社の増資引受けにより重要性が増したため、貸借対照表のみを連結しており、連結キャッシュ・フロー計算書
は作成しておりません。  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年12月期 20,637 ― 1,292 ― 1,172 ― 218 ―
20年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ％ ％ ％

21年12月期 4,842.72 4,820.40 8.1 8.0 6.3
20年12月期 ― ― ― ― ―
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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

21年12月期 14,432 2,801 19.3 61,561.85
20年12月期 14,938 2,587 17.3 57,235.49
（参考） 自己資本   21年12月期  2,792百万円 20年12月期  2,580百万円

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

21年12月期 1,634 △377 △681 3,776
20年12月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 90 ― 3.5
21年12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 90 41.3 3.4
22年12月期 

（予想）
― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 10,157 △2.8 517 △16.4 453 △20.5 25 △44.9 551.17

通期 20,800 0.8 1,180 △8.7 1,060 △9.6 223 2.0 4,916.44
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年12月期 45,358株 20年12月期 45,080株
② 期末自己株式数 21年12月期  ―株 20年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年12月期 20,424 △5.6 1,275 19.6 1,160 23.6 210 ―
20年12月期 21,369 △5.2 1,066 △23.5 938 △27.1 △887 ―

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
円 銭 円 銭

21年12月期 4,664.49 4,642.98
20年12月期 △19,677.02 ―

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

21年12月期 14,411 2,864 19.8 63,033.72
20年12月期 14,914 2,659 17.8 50,908.84
（参考） 自己資本 21年12月期  2,859百万円 20年12月期  2,655百万円
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１．経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済対策効果や企業の生産調整が一段落したことで、一部に回

復の兆しが見えるものの、雇用情勢の悪化や家計所得の減少が続くなど、先行き不透明感が払拭できない状況で推移

しました。 

 外食産業におきましては、消費者の生活防衛を意識した節約志向による外食の手控え傾向に加え、メニューの低価

格による顧客獲得競争が激しくなるなど、厳しい経営環境に直面しました。 

 このような状況の中、当社グループは「大衆というカテゴリーで日本一の外食企業になる」というスローガンのも

と、このような経営環境の中でも収益の確保できる体制を構築するために、「まいどおおきに食堂」を中心として全

ブランドの経営効率向上化（収益改善）に全社一丸となって取り組みました。また営業力強化のため、マネジメント

体制の見直しを行うと共に、社員に対する教育・研修を強化しました。新規出店については、収益性の高い「串家物

語」と「つるまる」に絞り込んで、確実な店舗展開を行い、一定の成果を上げました。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高206億37百万円、経常利益11億72百万円を計上しましたが、店舗解

約損及び減損損失等の特別損失7億62百万円を計上したため、当期利益は2億18百万円となりました。また当社グルー

プ全体で当連結会計年度における新規出店数は30店舗（直営店23店店舗、ＦＣ店7店舗）、当連結会計年度末の店舗

数は715店舗（直営店272店舗、ＦＣ店437店舗、海外店6店舗）となりました。平成21年12月末現在の当社グループの

業態別店舗数は下記のとおりです。 

事業別の業績は次のとおりであります。 

  

① まいどおおきに食堂事業 

 「まいどおおきに食堂」につきましては、店舗運営レベルの向上を目的に事業部内の組織改革を断行致しまし

た。また既存店の業績改善のため店舗改装や年間の販促活動計画の策定、メニュー・価格などの商品開発の見直

し、徹底した店舗内経費削減に注力した結果既存店の収益力を高めることができております。 

 具体的な活動内容としては以下のとおりです。  

 新メニューとしては季節限定商品として７月から８月に「夏野菜のゴロゴロカレー」、１２月に「牛すじ丼」な

どを投入し、いずれも好調な結果を収めました。また１１月から直営店全店において、お米の銘柄をコシヒカリに

変更し、「コシヒカリ」キャンペーンを展開しました。人気、知名度、味が日本一のお米をお手頃な価格で提供す

ることで、お客様から好評なご意見をいただいております。ＦＣ店におきましても、順次コシヒカリへの変更を進

めております。 

 また利益体質強化のため店舗内における全経費の見直しを行い、消耗品費、水道光熱費について大幅な低減を実

現することができました。一方オープン後年数が経過している店舗については、順次小改装を実地致しておりま

す。 

 ＦＣ店に対する支援業務については、当社専任のトレーナーを配属し、店舗への指導業務を強化し,直営事業に

おける成功事例を共有する活動を進めております。  

 海外におきましては、上海に3店舗、ハワイに1店舗を展開しておりますが、中国経済の復興に伴い、上海の既存

店売上は順調に推移しました。  

 以上の結果、当連結会計年度中において5店舗（ＦＣ店5店舗）の新規出店を行ない、期末店舗数は517店舗（直

営店125店舗、ＦＣ店388店舗、海外店4店舗）となり、直営部門の売上高は86億60百万円となりました。 

  

１．経営成績

  直営店 ＦＣ店 海外店 合計 

まいどおおきに食堂  125  388  4  517

神楽食堂 串家物語  33  18  －  51

手作り居酒屋 かっぽうぎ  26  28  －  54

浪花麺乃庄 つるまる  35  2  －  37

その他  53  1  2  56

合計  272  437  6  715
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② 神楽食堂 串家物語事業 

 「神楽食堂 串家物語」においては、引き続き業績が好調な商業施設内への出店に注力し、モゾワンダーシティ

店（愛知県名古屋市）、イオン大日店（大阪府守口市）、ＬＡＢＩ池袋店（東京都豊島区）など、4店舗（直営店4

店舗）の出店を行いました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は51店舗（直営店33店舗、ＦＣ店18店舗）となり、直営部門の売上高は

37億34百万円となりました。 

③ 手作り居酒屋かっぽうぎ事業  

 「手作り居酒屋かっぽうぎ」においては、カンファレンスセンター店（東京都千代田区）への出店を行いまし

た。また顧客獲得活動の一環として、お手頃なセットメニュー「３品３杯セット1,800円」の販売をスタートし、

居酒屋業界が苦戦の中、安定した収益を維持しております。 

 以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は54店舗（直営店26店舗、ＦＣ店28店舗）となり、直営部門の売上高は

14億90百万円となりました。 

④ つるまる事業 

 「つるまる」においては、多様化するお客様のニーズに対応するため、「麵乃庄つるまる饂飩」と「四国うどん

鶴丸製麺」２つのブランドを展開しています。「麵乃庄つるまる饂飩」はオフィス街を中心に出店し、低価格のう

どんを提供しています。「四国うどん鶴丸製麺」は主に郊外を中心に出店し、店内で製麺したうどんをファミリー

層をターゲットに提供しています。それぞれのブランドで、阪急かっぱ横丁店（大阪市北区）、香芝かわら口店

（奈良県奈良市）など16店舗（直営店15店舗、ＦＣ店1店舗）の出店を行いました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は37店舗（直営店35店舗、ＦＣ店２店舗）となり、直営部門の売上高は

12億83百万円となりました。 

⑤ その他ブランド事業 

 「その他ブランド事業」のうちでは、厳選したフルーツをふんだんに使用したタルト専門店のデリス・デュ・パ

レが、女性を中心に高い支持をいただいており、新たに大丸心斎橋（大阪市中央区）へ出店を行い、店舗数は6店

舗となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は56店舗(直営店53店舗、ＦＣ店1店舗、海外店2店舗)となり、売上高は

33億49百万円となりました。 

  

 なお、当連結会計年度より連結損益計算書を作成しているため前年同期との比較分析は行っておりません。  
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(参考資料) 事業の種類別売上高 

 （注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

    ２．イニシャル売上は、出店時に必要な店舗設備、備品などの売上であります。 

    ３．ランニング売上は、店舗運営時に必要な消耗品類などの売上であります。 

    ４．海外部門の売上は、上海に出店している５店舗のみ上記金額には含まれております。 

 （次期の見通し） 

 今後の経済情勢は、新興国を中心とした経済復興に伴い輸出産業については回復の兆しがみられるものの、個人消

費においては引き続き厳しい環境が続くと予測されます。 

 当社グループは、厳しい経営環境の中でも確実に収益を確保するべく、 

①確実な売上、収益が見込める「つるまる」と「神楽食堂 串家物語」を中心とした確実な出店 

②「まいどおおきに食堂」における既存店売上の向上 

③全ブランドにおける仕入価格を含む経費の低減による営業利益率の向上 

④ＦＣ店に対する支援体制の強化  

を経営方針の大きな柱として活動してまいります。  

 以上の結果、平成22年12月期の通期業績につきましては、連結売上高208億円、連結営業利益11億80百万円、連結

経常利益10億60万円、連結当期純利益２億23百万円をそれぞれ見込んでおります。 

  

  
  

当連結会計年度 
  

直営事業（千円）  18,520,117

「まいどおおきに食堂」部門（千円）  8,660,783

「神楽食堂 串家物語」部門（千円）  3,734,889

「手作り居酒屋 かっぽうぎ」部門（千円）  1,490,791

「浪花麺乃庄 つるまる」部門（千円）  1,283,735

その他の業態部門（千円）  3,349,917

ＦＣ事業（千円）  2,117,534

加盟金売上（千円）  12,000

ロイヤルティ売上（千円）  1,209,281

イニシャル売上（千円）  120,548

ランニング売上（千円）  775,704

合計（千円）  20,637,651
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２．財政状態に関する分析 

 (1) 資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末の財政状態は、総資産が144億32百万円となりました。その内訳として流動資産が55億93百万

円、固定資産が88億06百万円、繰延資産が32百万円となりました。負債純資産の合計は144億32百万円となりました

が、その内訳は流動負債54億91百万円、固定負債61億38百万円となりました。純資産の合計は28億1百万円となりま

した。 

  (2) キャッシュ・フローの状況 

 当事連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、37億76百万円となりました。各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は16億34百万円の収入となりました。これは主に税引前当期純利益が5億55

百万円となり、非現金支出である減価償却費８億34百万円、店舗解約損２億74百万円、減損損失１億65百万円、支払

利息の支払いが１億79百万円等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） 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３億77百万円の支出となりました。主な要因は、直営店の新規出店等に

よる有形固定資産の取得による支出３億２百万円等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） 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は６億81百万円の支出となりました。主なプラス要因は、社債の発行によ

る収入が10億76百万円等であり、主なマイナス要因は借入金による純支出８億88百万円、社債の償還による支出３億

10百万円、割賦未払金の支払いによる支出４億89百万円等によるものであります。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 （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 

※各指標は、いずれも財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及

び利息の支払額を使用しております。また、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

支払っている全ての負債を対象としております。 

※当社は、平成20年12月期より連結財務諸表を作成しておりますが、期末日が連結子会社のみなし取得日とな

るため、連結キャッシュ・フロー計算書は平成21年12月期より作成しております。したがいまして、キャッ

シュ・フロー関連指標の推移については、平成20年12月期までは個別の数値、平成21年12年期は連結の数値

を記載しております。  

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を

図りながら長期的かつ安定的な配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。 

 この方針に基づき業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる事業拡大

のための投資を確実に行ってまいります。 

 以上のような方針に基づき、当連結会計年度末の配当につきましては１株当たり2,000円を予定しております。 

 また、次期の期末配当予想につきましては、１株当たり2,000円を予定しております。 

  

  
平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

期末 期末 期末 期末 

自己資本比率（％）  21.9  23.4  17.8  19.3

時価ベースの自己資本比率（％）  120.1  52.6  28.2  43.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  3.7  5.4  6.0  5.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  17.3  9.1  8.1  9.1
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４．事業等のリスク 

 下記において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しておりま

す。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、発生の回避もしくは発生した場合でも、影響

を 小限にとどめるべく、企業体力の充実、財務体質の向上に努めております。なおリスク要因はこれらの事項に限

られるものでなく、また将来発生しうる全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。 

  

①直営店出店戦略について 

 当社グループは、直営店を日本国内で272店舗、海外に6店舗（平成21年12月31日現在）展開しております。確実な

出店による店舗数拡大が当社グループの基本戦略の一つとして認識しており、今後も収益を確保できる出店を行って

いく方針です。新規出店に際し、立地条件・賃借条件から既存店舗における実績を根拠とした事業計画を綿密に立

て、その収益性を十分に検討してまいりますが、条件に合致した物件が確保できない場合、また、新規店舗の業績が

計画通りに推移しない場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②加盟店の展開について 

 当社グループは、直営店と同じく加盟店による出店を確実に進めることを基本戦略の一つとしており、加盟店の支

援業務、開発業務の強化に努めております。しかしながら、加盟店の各企業の個別事情及び立地確保の遅れなどか

ら、出店数や出店時期が当社の計画通りに進まない場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす能性があります。

  

③加盟契約締結後の出店状況について 

 当社グループは、加盟希望者と加盟契約を締結し、加盟契約に定めたエリアにおいて、当社グループが定める商標

の使用することで、加盟店が自ら店舗を経営する権限を付与しております。加盟契約では、出店場所の確保は加盟店

側の責任としておりますので、加盟店が出店場所を確保できなかった場合でも当社がその責任を負わないこと及び加

盟店から収受する加盟金は、理由の如何を問わず一切返還しないものと定められております。しかしながら契約解除

の理由などを考慮して当社が加盟店に対して加盟契約解除に伴う費用を支払う可能性もあり、その場合は当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

   

④競合の状況について 

  外食業界は、他業態と比較すると参入障壁が低く新規参入が多いこと、また長引く個人消費の低迷や業界の垣根を

越えた価格競争の影響も受け、非常に激しい競合状態が続いている業界であります。当社グループといたしましては

「大衆食」の業態に絞り、時代のニーズに合った業態を開発することで他社との差別化を図っております。しかしな

がら、当社グループの出店が拡大するにつれ、類似した業態を投入してくる外食企業が現れ始めており、今後当社グ

ループが出店している店舗と同様のコンセプトを持つ競合店舗の出店増加等により、当社グループの商品の価格及び

当社グループの業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

⑤法的規制等について 

 当社グループの直営店及び加盟店は、食品衛生法の規定に基づき、所轄保健所より飲食店営業の許可を受けており

ます。各店舗では、店舗における飲食物の提供及び調理を行うにあたって、店舗の設備器具、食材の取扱い及び従業

員の衛生管理について、当社グループが作成した店舗運営マニュアル等で細目にわたり規定し、衛生管理に努めてお

ります。しかしながら上記諸施策にも関わらず、店舗における飲食を理由とする食中毒や食品衛生に関するクレーム

の発生や、社会全般にわたる一般的な衛生問題等が発生した場合には、営業許可の取消、営業禁止もしくは一定期間

の営業停止の処分、被害者からの損害賠償請求、当社グループの信用力低下等、当社グループのブランドイメージに

影響を及ぼし、直営店売上の減少、あるいはＦＣ加盟店の売上減少に伴うロイヤリティ収入等の減少により当社グル

ープの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また労務面において短時間労働者に対する厚生年金の適用基準拡大が行われた場合、当社グループは業種柄、従業

員に占める短時間労働者の比率が高いため、新たに社会保険に加入する労働者の増加による当社グループが負担する

社会保険料の増加並びに短時間労働への就労希望者の減少等が発生し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑥店舗保証金について 

 当社グループは、主に店舗の土地及び建物を賃借する方式で出店しており、出店時に土地等所有者に対して敷金・

保証金及び建設協力金として資金の差入を行っており、建設協力金は、当社グループが月々支払う賃借料との相殺に

より回収しております。新規出店の際には、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地所有者である法

人、個人が破綻等の状態に陥り、土地等の継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループが締結している土地等に係る長期賃借契約のうち、当社グループの事情により中途解約する場

合、当社グループが代替借主を紹介することを敷金・保証金等の返還条件としているものがあります。そのため、当
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社グループの事情により中途解約する場合には新たな代替借主を紹介できないことにより、敷金・保証金等を放棄せ

ざるを得ず、損失が発生する可能性があります。 

  

⑦食材について 

 食材につきましては、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等のような疾病や、食材供給国の食品衛生管理上の問題等、食品

偽装問題等など、消費者の食に対する安全性、信頼性を損なう深刻な問題が発生している中、消費者の外食に対する

需要の低下や食材の価格上昇の可能性があり、以前にも増して安全かつ良質な食材の確保が重要になっております。

 また、農作物は天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動のリスクを負っております。当社グループにお

きましても食材の安全性及び安定的な確保に向けてこれまで以上に取り組んでまいりますが、上記諸事情等により食

材市況が大幅に変動し、仕入価格の上昇、食材の不足等が発生した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

⑧人材の確保について 

 当社グループでは、更なる成長に向けて出店を進めていく上で、優秀な人材を確保し、育成していくことは重要な

課題であると認識しております。そのため、従来の中途採用を中心とした即戦力募集（業界経験者）に加え、新卒者

等の募集にもポイントでは着眼点を置き、幅広く優秀な人材の確保・育成に努めております。 

 また、営業社員が「夢を持てるキャリアアッププラン制度」の再構築作業や人事評価制度の見直し・運用、ストッ

クオプション制度の導入等、従業員の定着を図るとともに、店長のレベルアップを図るため、定期的に全店長を集め

て様々な店舗運営ノウハウを指導・教育する全体研修会を開催するなど、特に営業スタッフに向けた独自の教育プロ

グラムを実施・運営しています。しかしながら、今後、当社グループが必要とする十分な人材確保ができなかった場

合や人材育成が予定通り進まなかった場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨固定資産の減損会計基準の適用について 

 外食業界の環境悪化等により、当社グループにおいて営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続し

てマイナスとなった場合や、保有する固定資産の市場価格が著しく下落した場合など、固定資産の減損会計基準の適

用によって、減損損失が計上され、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩資金調達について 

 当社グループの平成20年12月期、平成21年12月期の有利子負債（社債、借入金、割賦購入未払金）は、それぞれ負

債及び資本合計の61.1％、61.2％となっており、将来の金利情勢及び当社の信用状態の変動により調達コストが上昇

した場合や、調達が困難となった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、平成

20年12月期、平成21年12月期の有利子負債については、当社のみの数値に基づいて算出しております。 

⑪潜在株式について 

 平成21年12月31日現在、当社グループが役員、従業員等に付与している新株予約権（ストックオプション）の目的

となる株式2,624株は、発行済株式総数45,358株の5.8％に相当しています。付与された新株予約権の権利行使により

１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、今後付与されるストックオプション等については費用

計上が義務付けられたため、今後のストックオプションの付与により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

⑫重要な訴訟事件の発生について 

 当社は平成20年12月31日まで加盟開発業務、加盟店への支援業務を外部委託しておりましたが、平成17年10月に当

社と外部委託していた企業に対して、元加盟店より過去の加盟開発活動と支援活動について損害賠償を求める訴訟を

提起されました。平成21年１月に第一審判決として当社が全面勝訴しましたが、元加盟店が控訴した結果、平成21年

12月には第二審判決として元加盟店の主張が認められる結果となっております。当社としては、 高裁判所に上告を

行い、判決の是正を求めていく方針ですが、判決の結果によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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 当社グループは、当社および子会社２社で構成されております。なお、上海藤尾餐飲管理有限公司は連結子会社であ

ります。 

 当社は各種業態の飲食店の経営及び飲食店のフランチャイズ・チェーン（以下、「ＦＣ」という。）本部の経営を、

主な事業内容としております。 

 直営事業および海外事業として複数業態を運営している他、直営事業および海外事業での運営ノウハウをもとに「ま

いどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」「手作り居酒屋 かっぽうぎ」「麺乃庄 つるまる饂飩」の加盟店募集、店

舗設計ノウハウの指導、店舗運営ノウハウの指導及び研修、ＰＢ商品の提供等を行うＦＣ本部の運営を行っておりま

す。 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、外食産業を通じて、「お客様の幸福に貢献することが従業員の幸福につながる」という「顧客重

視イコール従業員の幸福」を経営の基本姿勢としております。 

 この基本姿勢を表現したものが、以下の社是・社訓・経営理念であります。役員・従業員が憶えやすく、心に刻み

やすくと各々を３つの言葉に集約いたしました。当社グループの行動様式、経営判断は常にこの言葉に基づいており

ます。 

 「お客様に喜んでいただくと同時に働いているすべての仲間の幸福を共有できる組織」を具現化し、社会に貢献し

てまいります。 

【社是】   『笑顔 清潔 一所懸命』 

【社訓】   『変革 前進 思いやり』 

【経営理念】 『健康 美味 幸福』 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、安定的な利益率を維持しつつ、会社の規模拡大が重要課題と認識しており、売上高経常利益

率、総資本経常利益率（ＲＯＡ）を重要指標と位置づけております。売上高経常利益率は10%、総資本経常利益率

（ＲＯＡ）は15%を目標としております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 外食・中食・内食を含めた食マーケット全体が成熟期を迎え、マーケットの構造変化が進む中で、当社グループは

高級路線ではなく、徹底して日常食や大衆食にこだわってブランドの開発に取り組んでいます。当社グループはこの

「大衆食」というカテゴリーに挑戦することを通じて、外食産業の中で日本一温かくて思いやりのある企業を目指し

ています。具体的な戦略としては、既存店舗の営業力強化ならびに商品力の強化を 優先事項とし、新規出店につい

ては、大型商業施設など確実に収益の見込める立地への出店を行うことで、確実な業績向上に努めてまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループといたしましては、当面の対処すべき課題として以下のとおり認識し、対策に取り組んでおります。

① 既存店の収益力向上 

 当社の成長グループ戦略のためには、既存店の収益力向上が必要不可欠と認識しております。更なる収益力向上の

ため、「凡事徹底」（飲食店として当たり前の事を当たり前に行う）を直営店、ＦＣ店の全店共通の合言葉に、ＱＳ

Ｃレベルの向上、お客様に喜んでいただけるお店作りに邁進してまいります。 

② ＦＣ加盟店の出店促進と支援体制の強化 

 ＦＣ加盟店の出店促進のため、出店候補地の探索支援、研修トレーナーの育成支援など研修体制の充実を図り、ま

た出店後の支援についても、支援体制を強化することでＦＣ加盟店の収益力向上を推進してまいります。 

③ 時代のニーズに対応した業態の開発 

 日常食・大衆食をキーワードに、多様化する消費者のニーズに的確に対応した業態をスピーディーに開発し、どの

店舗においても良質かつ同質の商品サービスが提供できるようにパッケージ化をすすめることが重要であると考えて

おります。当社グループでは、既存業態のブラッシュアップ、新業態の開発を経営の生命線であると捉え、業態を開

発することで他社との差別化を図ってまいります。 

④ 人材の確保とスピーディーな人材育成の推進 

 更なる成長に向けて出店を進めていく上で優秀な人材を確保し、お客様に満足していただけるサービスを提供でき

る人材として育成していくことは重要な課題であると認識しております。このため当社グループは求人・採用のレベ

ルアップ、採用後の従業員に対するフォローの充実、「夢を持てるキャリアアッププラン制度」の再構築作業や人事

評価制度の見直し・運用、ストックオプション制度の導入等、従業員の定着を図るとともに、店長のレベルアップを

図るため、定期的に全店長を集めて様々な店舗運営ノウハウを指導・教育する全体研修会を開催するなど、特に営業

スタッフに向けた独自の教育プログラムを実施・運営しています。 

⑤ メニュー開発・仕入から商品提供までの体制強化 

 外食産業には「食」を直接提供する産業としてのレベルの高い安全衛生管理体制の強化が求められております。よ

り安全性の高い食材の確保に注力し、「手づくり感」を大切にした、リーズナブルな価格で安全で衛生管理の行き届

いた商品の提供ができるように体制を強化してまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  3,513,620 ※2  4,070,056

売掛金 419,314 442,023

たな卸資産 93,755 ※3  108,097

繰延税金資産 349,645 185,907

その他 1,035,433 852,411

貸倒引当金 △33,546 △64,723

流動資産合計 5,378,223 5,593,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,971,932 5,916,837

減価償却累計額 △1,807,362 △2,180,157

減損損失累計額 △179,660 △227,113

建物及び構築物（純額） 3,984,908 3,509,566

工具、器具及び備品 1,855,490 1,872,781

減価償却累計額 △1,124,223 △1,358,569

減損損失累計額 △19,721 △24,827

工具、器具及び備品（純額） 711,546 489,384

土地 137,272 137,272

建設仮勘定 23,000 73,198

その他 41,902 165,216

減価償却累計額 △29,690 △32,480

その他（純額） 12,212 132,735

有形固定資産合計 4,868,939 4,342,158

無形固定資産 56,477 45,092

投資その他の資産   

投資有価証券 346,051 423,710

繰延税金資産 390,281 243,296

敷金及び保証金 ※2  3,334,646 ※2  3,197,994

その他 ※1, ※2  787,784 ※1, ※2  796,664

貸倒引当金 △241,841 △242,838

投資その他の資産合計 4,616,922 4,418,827

固定資産合計 9,542,339 8,806,079

繰延資産 17,920 32,193

資産合計 14,938,483 14,432,045
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 886,035 839,916

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2  2,362,705 ※2  2,577,165

未払金 1,275,949 735,189

未払法人税等 53,683 90,264

訴訟損失引当金 － 31,000

その他 1,103,765 1,218,240

流動負債合計 5,832,139 5,491,777

固定負債   

社債 360,000 1,050,000

長期借入金 ※2  4,976,986 ※2  4,026,101

その他 1,182,217 1,062,418

固定負債合計 6,519,203 6,138,520

負債合計 12,351,343 11,630,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,155,692 1,169,969

資本剰余金 1,035,439 1,049,716

利益剰余金 429,159 557,546

株主資本合計 2,620,292 2,777,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △45,243 9,332

為替換算調整勘定 5,127 5,757

評価・換算差額等合計 △40,115 15,089

新株予約権 4,022 5,271

少数株主持分 2,941 4,153

純資産合計 2,587,140 2,801,747

負債純資産合計 14,938,483 14,432,045
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 20,637,651

売上原価 6,744,784

売上総利益 13,892,867

販売費及び一般管理費  

役員報酬 106,482

給料及び手当 4,713,496

法定福利費 295,089

地代家賃 2,596,450

貸倒引当金繰入額 33,891

その他 4,855,343

販売費及び一般管理費合計 12,600,753

営業利益 1,292,114

営業外収益  

受取利息 4,713

賃貸収入 165,105

その他 34,774

営業外収益合計 204,593

営業外費用  

支払利息 164,811

社債利息 15,879

賃貸収入原価 125,242

その他 17,779

営業外費用合計 323,713

経常利益 1,172,994

特別利益  

債務免除益 124,098

貸倒引当金戻入額 1,717

その他 18,864

特別利益合計 144,681

特別損失  

店舗解約損 ※1  274,523

固定資産除却損 ※2  13,955

減損損失 ※3  165,695

加盟契約解除損 150,175

訴訟損失引当金繰入額 31,000

その他 126,865

特別損失合計 762,215

税金等調整前当期純利益 555,460

法人税、住民税及び事業税 62,342

法人税等調整額 273,357

法人税等合計 335,700

少数株主利益 1,212

当期純利益 218,547
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 1,155,692

当期変動額  

新株の発行 14,276

当期変動額合計 14,276

当期末残高 1,169,969

資本剰余金  

前期末残高 1,035,439

当期変動額  

新株の発行 14,276

当期変動額合計 14,276

当期末残高 1,049,716

利益剰余金  

前期末残高 429,159

当期変動額  

剰余金の配当 △90,160

当期純利益 218,547

当期変動額合計 128,387

当期末残高 557,546

株主資本合計  

前期末残高 2,620,292

当期変動額  

新株の発行 28,553

剰余金の配当 △90,160

当期純利益 218,547

当期変動額合計 156,940

当期末残高 2,777,232

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 △45,243

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54,575

当期変動額合計 54,575

当期末残高 9,332

為替換算調整勘定  

前期末残高 5,127

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 629

当期変動額合計 629

当期末残高 5,757
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △40,115

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55,205

当期変動額合計 55,205

当期末残高 15,089

新株予約権  

前期末残高 4,022

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,248

当期変動額合計 1,248

当期末残高 5,271

少数株主持分  

前期末残高 2,941

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,212

当期変動額合計 1,212

当期末残高 4,153

純資産合計  

前期末残高 2,587,140

当期変動額  

新株の発行 28,553

剰余金の配当 △90,160

当期純利益 218,547

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57,666

当期変動額合計 214,607

当期末残高 2,801,747
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 555,460

減価償却費 834,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,373

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 31,000

受取利息及び受取配当金 △6,362

支払利息 164,811

社債利息 15,879

株式交付費 1,338

社債発行費 3,604

投資有価証券売却損益（△は益） △772

店舗解約損 274,523

投資有価証券評価損益（△は益） 26,510

減損損失 165,695

有形固定資産売却損益（△は益） 811

売上債権の増減額（△は増加） △3,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,330

仕入債務の増減額（△は減少） △46,227

預け金の減少額（△増加額） 6,836

未収入金の増減額（△は増加） 73,448

立替金の増減額（△は増加） △2,870

前渡金の増減額（△は増加） 21,664

未払金の増減額（△は減少） △266,282

前受金の増減額（△は減少） △10,338

未払消費税等の増減額（△は減少） 61,767

その他 65,881

小計 1,986,775

利息及び配当金の受取額 6,362

利息の支払額 △179,030

支払解決金の支払額 △147,350

法人税等の支払額 △32,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,634,609
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △308,651

定期預金の払戻による収入 328,565

有形固定資産の取得による支出 △302,438

無形固定資産の取得による支出 △6,911

固定資産の除却による支出 △117,029

貸付けによる支出 △97,405

貸付金の回収による収入 44,240

投資有価証券の取得による支出 △29,970

投資有価証券の売却による収入 30,743

長期前払費用の増加額（△減少額） △15,835

敷金及び保証金の差入による支出 △109,088

敷金及び保証金の回収による収入 187,276

その他 18,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △377,812

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（△は減少） △150,000

長期借入れによる収入 1,845,000

長期借入金の返済による支出 △2,583,693

社債の発行による収入 1,076,910

社債の償還による支出 △310,000

株式の発行による収入 28,553

割賦債務の返済による支出 △489,389

リース債務の返済による支出 △9,961

配当金の支払額 △89,390

財務活動によるキャッシュ・フロー △681,970

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 574,826

現金及び現金同等物の期首残高 3,200,115

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,776,466
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 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数   ２社 

  主要な連結子会社の名称 

 上海藤尾餐飲管理有限公司 

（１）連結子会社の数 

同左 

  （２）主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A CO.,LTD. 

株式会社エフエムスペースデザイン 

（２）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

   （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社は、いずれも小規

模であり、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

な影響を及ぼさないためでありま

す。 

 （連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 （１）持分法を適用していない非連結

子会社の名称等 

  主要な会社名 

FUJIO FOOD SYSTEM U.S.A CO.,LTD. 

株式会社エフエムスペースデザイン 

（１）持分法を適用していない非連結

子会社の名称等 

同左 

   （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、いずれも小規模であ

り、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）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼ

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、持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 

 （持分法を適用しない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項 

   すべての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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

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 

イ 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

イ 有価証券 

 ①満期保有目的の債券 

同左 

   ②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

平均法により算定しておりま

す。） 

 ②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 

  ロ たな卸資産 

  商品原材料 

   先入先出法による原価法 

ロ たな卸資産 

  評価基準は原価法（収益性の低下 

  による簿価切下げの方法）   

  商品原材料 

   先入先出法 

    貯蔵品 

   終仕入原価法 

  貯蔵品 

   終仕入原価法 

                       (会計方針の変更) 

   「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準第９号)を当

連結会計年度から適用し、評価基

準については、原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しております。 

   これによる損益に与える影響は

軽微であります。  

（２）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

イ 有形固定資産 

  当社は定率法を、在外連結子会社

は定額法を採用しております。ただ

し、当社は建物（附属設備を除く）

については定額法を利用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物  ５～41年 

工具器具備品   ３～15年 

イ 有形固定資産 

同左 

    （追加情報） 

  法人税の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  ロ 無形固定資産 

  自社利用の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）に基づく定額法を採用しており

ます。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  ハ リース資産 

                    

ハ  リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価格をゼロとして算定する方法。 

    (会計方針の変更) 

  「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準第13号)及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準第16号)を当連結会計

年度より適用し、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

た会計処理から通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理に変更し、

リース資産として計上することにし

ております。 

  また、リース資産の減価償却方法

は、リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。  

  ニ 長期前払費用 

  定額法によっております。 

ニ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

（３）重要な引当金の計上基準  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訴訟損失引当金  

   訴訟に係る損失に備えるため、

その経過等の状況に基づく損失負

担見込額を計上しております。  

（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。 

                   

（５）重要なヘッジ会計の方法  ①ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引については、

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・・・借入利息 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段・・・同左 

   ヘッジ対象・・・同左 

   ③ヘッジ方針 

   借入金利の将来の金利変動リス

クをヘッジする目的にのみ取引を

限定する方針であります。 

 ③ヘッジ方針 

同左 

   ④ヘッジの有効性評価の方法 

   当社の行っている金利スワップ

取引は、その全てが特例処理の要

件を満たしているため、その判定

をもってヘッジ有効性評価の判定

に代えております。 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

（６）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

  消費税等の会計処理方法 

   税抜方式を採用しております。 

  消費税等の会計処理方法 

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

価については、全面時価評価法を

採用しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

６．のれん及び負ののれんの償却に関

する事項 

   のれんの償却については、発生

原因に応じ、効果の表現する期間

を合理的に見積もり、20年以内で

均等償却しております。なお金額

が僅少なものについては発生した

連結会計年度において一括償却し

ております。 

                   

７．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

   当連結会計年度は、貸借対照表

のみが連結対象であるため、連結

キャッシュ・フロー計算書は、作

成しておりません。  

      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。 
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会計方針の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 ─────―――― (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い) 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告

第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 なおこれによる損益に与える影響はありません。  
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 ─────―――― (貸借対照表) 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結年度において、「原材料」 「貯蔵品」として区分

掲記されたものは、当連結会計年度から、「原材料及び

貯蔵品」として区分掲記しております。 

 なお、当連結会計年度の「原材料及び貯蔵品」に含ま

れる原材料、貯蔵品はそれぞれ54,620千円、23,984千円

であります。  
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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20年12月31日） 

当連結会計年度 
 （平成21年12月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

関係会社株式 千円131,913 関係会社株式 千円105,402

※２（１）担保に供されている資産 

現金及び預金 千円178,000

敷金・保証金 千円40,000

投資不動産 千円141,772

計 千円359,772

※２（１）担保に供されている資産 

  

現金及び預金 千円148,000

敷金・保証金 千円40,000

その他 千円238,681

計 千円426,681

  （２）対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 千円500,000

長期借入金 千円1,351,000

計 千円1,851,000

  （２）対応する債務 

  

一年内返済予定長期借入金 千円595,000

長期借入金 千円1,206,000

計 千円1,801,000

                                     

  

※３.たな卸資産の内訳 

商品 千円29,491

原材料及び貯蔵品 千円78,605

計 千円108,097

３．保証債務 

(1）リース会社に対するリース債務の保証 

フランチャイズ加盟店 

（法人12件） 

千円18,134

計 千円18,134

４．保証債務 

(1）リース会社に対するリース債務の保証 

フランチャイズ加盟店 

（法人12件） 

千円12,898

計 千円12,898
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 

 (自 平成20年１月１日 

至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日)  

                      ※１.店舗解約損の内訳は、以下のとおりであります。 

    

賃貸借契約解約損  千円101,001

建物及び構築物除却損    千円102,753

工具器具備品除却損 千円15,969

現状回復費用   千円27,084

リース解約損 千円14,998

その他 千円12,714

合計 千円274,523

                     ※２.固定資産除却損の内訳は、以下のとおりでありま

す。 

    

建物及び構築物 千円13,039

工具器具備品 千円915

合計 千円13,955

                             ※３.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。 

  用途 種類 場所 

営業店舗 
建物及び工具器具

備品、その他 

大阪府９件    

福岡県１件     

   当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して、主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを

行っております。 

 その結果、継続して営業損失を計上している店舗に

ついて建物及び工具器具備品等の資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。   

  
固定資産の種類 

減損損失の金額  

(千円) 

建物及び構築物    118,508

工具器具備品  16,433

その他  30,754

合計  165,695

   なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フ

ローがマイナスであるため、割引計算は行っておりま

せん。 
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 当連結会計年度は、貸借対照表のみが連結対象であり、連結株主資本等変動計算書を作成しておりませんの

で、該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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）普通株式の発行済株式数の増加278株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  前連結会計年度末株式数
当連結会計年度増加株

式数 
当連結会計年度減少株

式数 
当連結会計年度末株式数

発行済株式         

普通株式（注）  45,080  278  －  45,358

合計  45,080  278  －  45,358

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 
新株予約権の 

内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年度

末残高 
（千円） 

前連結会計

年度 
当連結会計年度

増加 
当連結会計年度

減少 
当連結会計年度末 

提出会社 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権 

－  －  －  －  －  5,271

合計  －  －  －  －  5,271

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年3月27日 

定時株主総会 
普通株式  90,160  2,000 平成20年12月31日 平成21年３月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり  

配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成22年3月30日 

定時株主総会 
普通株式  90,716 利益剰余金  2,000 平成21年12月31日 平成22年３月31日
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（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20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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21年12月31日現在） 

  
  

  

現金及び預金勘定 千円4,070,056

預入期間が３カ月を超える定期預金 千円△293,590

現金及び現金同等物 千円3,776,466

  ※２.重要な非資金取引の内容 

  
  当事業年度に新たに計上した割賦購入未払金の額は

229,003千円であります。 
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前連結会計年度（平成20年12月31日現在） 

１．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。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  種類 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  670  1,384  713

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他                  

小計  670  1,384  713

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  407,452  332,239  △75,212

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  4,847  3,127  △1,720

小計  412,299  335,366  △76,932

合計  412,970  336,751  △76,219

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 17,039  709  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(１)その他有価証券      

非上場株式  9,300

29

㈱フジオフードシステム(2752) 平成21年12月期 決算短信



当連結会計年度（平成21年12月31日現在） 

１．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。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

  種類 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  272,945  322,815  49,870

(2）債券                  

① 国債・地方債等                  

② 社債                  

③ その他                  

(3）その他                  

小計  272,945  322,815  49,870

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  135,178  97,195  △37,983

(2）債券                  

① 国債・地方債等                  

② 社債                  

③ その他                  

(3）その他  4,847  3,699  △1,147

小計  140,025  100,894  △39,130

合計  412,970  423,710  10,739

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 29,970  772  －
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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 

当社の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。借入金利等の将来の金利市場

における利率変動リスクを回避する目的で利用して

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 

ａ ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を

満たしておりますので、特例処理を採用しており

ます。 

ａ ヘッジ会計の方法 

同左  

ｂ 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…借入利息 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

ｃ ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッ

ジする目的にのみ取引を限定する方針でありま

す。 

ｃ ヘッジ方針 

同左 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみで

あり、その全てが特例処理の要件を満たしている

ため、その判定をもってヘッジ有効性評価の判定

に代えております。 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

② 取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減また

は回避することを目的としており、投機的な取引は

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 

当社が利用している金利関連のデリバティブ取引に

ついては、市場金利の変動によるリスクを有してお

ります。なお、当社のデリバティブ取引の契約先

は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと

認識しております。 

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 

デリバティブ取引の契約は、全て社長決裁に基づき

行われ、取引の実行及び管理は財務経理部において

行っております。 

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 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 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。 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

同左 

（退職給付関係）
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12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）ストック・オプションの付与後に行われた株式分割を調整した後の株式数に換算しております。 

（ストック・オプション等関係）

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社監査役   １名 

当社従業員    42名 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社従業員   43名 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社監査役   １名 

当社従業員   43名 

ストック・オプション数

(注） 
普通株式 1,208株 普通株式 800株 普通株式 1,200株 

付与日 平成14年７月15日 平成15年12月22日 平成16年12月27日 

権利確定条件 

 総会決議日（平成14年７月

９日）以降、権利確定日

（平成16年７月９日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成15年３月

27日）以降、権利確定日

（平成17年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成16年３月

30日）以降、権利確定日

（平成18年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
 自 平成14年７月15日 

至 平成16年７月９日 

 自 平成15年12月22日 

至 平成17年３月31日 

 自 平成16年12月27日 

至 平成18年３月31日 

権利行使期間 
平成16年７月10日から 

平成24年７月８日まで 

平成17年４月１日から 

平成22年３月30日まで 

平成18年４月１日から 

平成23年３月30日まで 

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

当社取締役  ６名 

当社監査役  １名 

当社従業員  69名  

当社取締役  ６名 

当社監査役  １名 

当社従業員  97名 

当社取締役  ６名 

当社従業員  21名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式 1,200株 普通株式 1,500株 普通株式 100株 

付与日 平成17年５月18日 平成18年４月17日 平成20年３月17日 

権利確定条件 

 総会決議日（平成17年３月

30日）以降、権利確定日

（平成19年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成18年３月

29日）以降、権利確定日

（平成20年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成19年３月

29日）以降、権利確定日

（平成21年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
 自 平成17年５月18日 

至 平成19年３月31日 

 自 平成18年４月17日 

至 平成20年３月31日 

 自 平成20年３月17日 

至 平成21年３月31日 

権利行使期間 
平成19年４月１日から 

平成24年３月30日まで 

平成20年４月１日から 

平成25年３月30日まで 

平成21年４月１日から 

平成29年３月29日まで 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度(平成20年12月期)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14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）                  

期首  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）                  

前事業年度末  28  48  240

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  4

失効  －  －  －

未行使残  28  48  236

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）                  

前事業年度末  －  1,500  －

付与  －  －  100

失効  －  －  －

権利確定  －  1,500  －

未確定残  －  －  100

権利確定後      （株）                  

前事業年度末  990  －  －

権利確定  －  1,500  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  990  1,500  －

33

㈱フジオフードシステム(2752) 平成21年12月期 決算短信



② 単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成20年３月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

  （注）１．５年間（平成15年３月３日の週から平成20年３月17日の週まで）の週次の株価実績に基づき算

定しております。 

     ２．過去の権利行使実績から合理的に見積ることが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

て行使されるものと推定して見積もっております。 

     ３．平成19年12月期の配当実績によっております。 

     ４．予想残存期間に対応する期間の国債利回りに基づいて算出しております。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

４．財務諸表への影響額 

 該当事項はありません。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  42,500  57,603  104,449

行使時平均株価     （円）  －  －  134,000

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  108,675  555,402  150,255

行使時平均株価     （円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  52,715

  平成20年３月ストック・オプション   

株価変動性    （注）１  58.9％   

予想残存期間   （注）２ ５年   

予想配当     （注）３ 2,000円／株   

無リスク利子率  （注）４ 0.72％   
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12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）ストック・オプションの付与後に行われた株式分割を調整した後の株式数に換算しております。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社監査役   １名 

当社従業員    42名 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社従業員   43名 

当社取締役   ３名 

関係会社取締役 １名 

当社監査役   １名 

当社従業員   43名 

ストック・オプション数

(注） 
普通株式 1,208株 普通株式 800株 普通株式 1,200株 

付与日 平成14年７月15日 平成15年12月22日 平成16年12月27日 

権利確定条件 

 総会決議日（平成14年７月

９日）以降、権利確定日

（平成16年７月９日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成15年３月

27日）以降、権利確定日

（平成17年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成16年３月

30日）以降、権利確定日

（平成18年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
 自 平成14年７月15日 

至 平成16年７月９日 

 自 平成15年12月22日 

至 平成17年３月31日 

 自 平成16年12月27日 

至 平成18年３月31日 

権利行使期間 
平成16年７月10日から 

平成24年７月８日まで 

平成17年４月１日から 

平成22年３月30日まで 

平成18年４月１日から 

平成23年３月30日まで 

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

当社取締役  ６名 

当社監査役  １名 

当社従業員  69名  

当社取締役  ６名 

当社監査役  １名 

当社従業員  97名 

当社取締役  ６名 

当社従業員  21名 

ストック・オプション数

（注） 
普通株式 1,200株 普通株式 1,500株 普通株式 100株 

付与日 平成17年５月18日 平成18年４月17日 平成20年３月17日 

権利確定条件 

 総会決議日（平成17年３月

30日）以降、権利確定日

（平成19年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成18年３月

29日）以降、権利確定日

（平成20年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

 総会決議日（平成19年３月

29日）以降、権利確定日

（平成21年３月31日）まで

継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
 自 平成17年５月18日 

至 平成19年３月31日 

 自 平成18年４月17日 

至 平成20年３月31日 

 自 平成20年３月17日 

至 平成21年３月31日 

権利行使期間 
平成19年４月１日から 

平成24年３月30日まで 

平成20年４月１日から 

平成25年３月30日まで 

平成21年４月１日から 

平成29年３月29日まで 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成21年12月期）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14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）                  

期首  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）                  

前事業年度末  28  48  236

権利確定  －  －  －

権利行使  4  20  88

失効  －  －  －

未行使残  24  28  148

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）                  

前事業年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）                  

前事業年度末  990  1,500  100

権利確定  －  －  －

権利行使  166  －  －

失効  －  －  －

未行使残  824  1,500  100
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② 単価情報 

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

３．財務諸表への影響額 

 該当事項はありません。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成15年12月 

ストック・オプション 
平成16年12月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  42,500  57,603  104,449

行使時平均株価     （円）  116,938  116,938  121,572

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  
平成17年５月 

ストック・オプション 
平成18年４月 

ストック・オプション 
平成20年３月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  108,675  555,402  150,255

行使時平均株価     （円）  123,046  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  52,715
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（税効果会計関係）

  
前連結会計年度 

（平成20年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年12月31日） 

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     

未払事業税 千円8,566

貸倒引当金繰入超過額 千円111,917

未払事業所税 千円5,410

減価償却費超過額 千円33,751

減損損失否認 千円85,014

税務上の繰越欠損金 千円441,319

店舗解約損否認 千円16,563

関係会社株式評価損 千円27,228

長期前払費用償却超過額 千円23,110

事業用定期借地権仲介手数料 千円2,385

ゴルフ会員権評価減否認 千円2,231

その他有価証券評価差額金 千円30,975

土地評価減否認 千円41,534

その他 千円3,983

繰延税金資産小計 千円833,993

評価性引当額 千円△94,066

繰延税金資産合計 千円739,927

  

繰延税金資産     

未払事業税 千円11,100

貸倒引当金繰入超過額 千円124,993

未払事業所税 千円5,463

減価償却費超過額 千円35,167

減損損失否認 千円103,632

税務上の繰越欠損金 千円132,667

店舗解約損否認 千円5,269

関係会社株式評価損 千円38,002

長期前払費用償却超過額 千円22,207

事業用定期借地権仲介手数料 千円2,385

ゴルフ会員権評価減否認 千円2,231

土地評価減否認 千円41,534

加盟契約除却損否認 千円11,866

訴訟損失引当金否認 千円12,598

その他 千円19,821

繰延税金資産小計 千円568,941

評価性引当額 千円△133,347

繰延税金資産合計 千円435,593

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 千円△6,389

 合計 千円△6,389

繰延税金資産の純額 千円429,204

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 

 連結損益計算書を作成していないため、

記載を省略しております。 

法定実効税率 

（調整）  
 ％ 40.6

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
 ％ 4.2

 住民税均等割等  ％ 11.4

 評価性引当金の増減額  ％ 4.9

 その他  ％ △0.1

税効果会計適用後の法人  

税等の負担率 
％61.1
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．当連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象となるため、資産以外の項目については記載しておりません。

    ２．事業区分の方法 

      事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ３．各事業の主な内容 

     （１）直営事業・・・飲食店の経営 

     （２）ＦＣ事業・・・ＦＣ本部の経営 

    ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,112,984千円であり、その主なものは親会社

及び子会社の余資運用資産（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券、投資不動産）及び管理部門に

かかる資産等であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
直営事業 
（千円） 

ＦＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  －  －  －  －  －

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  －  －  －  －  －

営業費用  －  －  －  －  －

営業利益（又は営業損失）  －  －  －  －  －

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  8,398,682  426,817  8,825,499  6,112,984  14,938,483

減価償却費  －  －  －  －  －

資本的支出  －  －  －  －  －
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２．各事業の主な内容 

     （１）直営事業・・・飲食店の経営 

     （２）ＦＣ事業・・・ＦＣ本部の経営 

    ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは親会社

及び子会社の余資運用資産（現金及び預金）、長期投資資産（投資有価証券、投資不動産）及び管理部門に

かかる資産等であります。 

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地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21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

前連結会計年度は貸借対照表のみが連結対象であり、連結損益計算書を作成しておりませんので、該当事項は

ありません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高が、連結売上の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  
直営事業 
（千円） 

ＦＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  18,520,117  2,117,534  20,637,651        20,637,651

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高                              

計  18,520,117  2,117,534  20,637,651        20,637,651

営業費用  17,545,207  952,660  18,497,867  847,669  19,345,537

営業利益（又は営業損失）  974,910  1,164,873  2,139,783  △847,669  1,292,114

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  7,527,045  310,150  7,837,195  6,594,849  14,432,045

減価償却費  768,662  7,086  775,748  11,257  787,006

資本的支出                              

6,594,849

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注）前連結会計年度については、連結損益計算書を作成していないため、前連結会計年度の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は、記載を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額  円   銭57,235 49 １株当たり純資産額  円   銭61,561 85

前連結会計年度 
 （自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
 （自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日） 

１株当たり純利益金額 － 

潜在株式調整後１株当たり 

純利益金額 

  

－ 

１株当たり純利益金額  円  銭 4,842 72

潜在株式調整後１株当たり 

純利益金額 

  

 円  銭 4,820 40
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（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります 

  

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 －  218,547

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） 
 －  218,547

期中平均株式数（株）  －  45,129

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
           

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  278

（うち新株予約権） （－） （278） 

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 

新株予約権２種類（新株予約権の

数 1,600個） 

新株予約権 

新株予約権 種類（新株予約権の

数 1,600個） 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,451,566 ※1  3,999,403

売掛金 417,803 441,379

預け金 436,790 429,953

商品 13,486 29,491

原材料 66,847 －

貯蔵品 12,947 －

原材料及び貯蔵品 － 78,048

前払費用 233,454 211,773

繰延税金資産 349,645 185,907

短期貸付金 8,543 6,850

未収入金 189,417 67,677

立替金 123,436 126,492

その他 53,437 33,377

貸倒引当金 △33,546 △64,723

流動資産合計 5,323,829 5,545,632

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,440,966 5,412,781

減価償却累計額 △1,618,344 △1,947,191

減損損失累計額 △158,560 △215,494

建物（純額） 3,664,060 3,250,095

構築物 487,201 460,095

減価償却累計額 △186,122 △225,938

減損損失累計額 △21,099 △11,619

構築物（純額） 279,979 222,538

機械及び装置 9,961 9,712

減価償却累計額 △8,115 △8,333

機械及び装置（純額） 1,846 1,378

車両運搬具 28,328 17,273

減価償却累計額 △21,575 △13,516

車両運搬具（純額） 6,752 3,756

工具、器具及び備品 1,833,982 1,841,363

減価償却累計額 △1,120,474 △1,347,748

減損損失累計額 △19,721 △24,827

工具、器具及び備品（純額） 693,785 468,787

土地 137,272 137,272

リース資産 － 134,618

減価償却累計額 － △10,630

リース資産（純額） － 123,987

建設仮勘定 23,000 73,198

その他（純額） 3,612 3,612
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

有形固定資産合計 4,810,311 4,284,628

無形固定資産   

ソフトウエア 45,433 34,049

電話加入権 11,043 11,043

無形固定資産合計 56,477 45,092

投資その他の資産   

投資有価証券 346,051 423,710

関係会社株式 232,579 206,068

出資金 15,409 11,636

長期貸付金 34,444 81,234

長期営業債権 ※4  226,446 ※4  223,391

長期前払費用 67,648 31,778

繰延税金資産 390,281 243,296

長期預金 100,000 ※1  100,000

敷金及び保証金 ※1  3,334,646 ※1  3,190,364

投資不動産（純額） ※1, ※3  141,772 ※1, ※3  138,681

その他 70,149 104,538

貸倒引当金 △241,841 △242,838

投資その他の資産合計 4,717,587 4,511,863

固定資産合計 9,584,376 8,841,585

繰延資産   

株式交付費 1,338 －

社債発行費 5,067 24,552

繰延資産合計 6,406 24,552

資産合計 14,914,613 14,411,770

負債の部   

流動負債   

買掛金 881,527 834,655

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,345,271 ※1  2,559,282

1年内償還予定の社債 260,000 360,000

リース債務 － 25,410

未払金 1,267,279 725,159

割賦購入未払金 414,344 347,682

未払費用 253,742 254,283

未払法人税等 53,023 89,452

前受金 18,900 8,561

預り金 79,622 92,700

前受収益 12,643 7,774

未払消費税等 58,621 110,453

訴訟損失引当金 － 31,000

その他 4,357 9,787

流動負債合計 5,799,334 5,456,204
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

固定負債   

社債 360,000 1,050,000

長期借入金 4,913,428 3,978,792

リース債務 － 106,591

割賦購入長期未払金 671,935 478,211

リース資産減損勘定 25,444 35,223

長期預り保証金 484,836 442,391

固定負債合計 6,455,645 6,091,210

負債合計 12,254,979 11,547,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,155,692 1,169,969

資本剰余金   

資本準備金 1,035,439 1,049,716

資本剰余金合計 1,035,439 1,049,716

利益剰余金   

利益準備金 18,000 18,000

その他利益剰余金   

別途積立金 184,644 184,644

繰越利益剰余金 307,077 427,421

利益剰余金合計 509,721 630,065

株主資本合計 2,700,854 2,849,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △45,243 9,332

評価・換算差額等合計 △45,243 9,332

新株予約権 4,022 5,271

純資産合計 2,659,633 2,864,354

負債純資産合計 14,914,613 14,411,770
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

直営店売上高 19,053,108 18,307,243

フランチャイズ収入 2,315,975 2,117,534

売上高合計 21,369,083 20,424,777

売上原価   

直営店売上原価   

商品期首たな卸高 17,422 13,486

期首原材料たな卸高 56,305 66,847

当期商品仕入高 627,070 601,397

当期原材料仕入高 5,649,831 5,344,838

合計 6,350,630 6,026,571

商品期末たな卸高 13,486 29,491

期末原材料たな卸高 66,847 54,063

直営店売上原価 6,270,295 5,943,015

フランチャイズ収入原価 887,328 743,403

売上原価合計 7,157,623 6,686,419

売上総利益 14,211,459 13,738,357

販売費及び一般管理費   

役員報酬 128,911 106,482

給料及び手当 4,946,898 4,683,198

法定福利費 295,371 289,057

地代家賃 2,489,068 2,549,003

減価償却費 968,993 778,192

求人費 124,780 59,314

旅費及び交通費 76,241 62,891

水道光熱費 1,314,102 1,188,928

消耗品費 925,538 784,789

貸倒引当金繰入額 11,065 33,891

その他 1,864,266 1,927,097

販売費及び一般管理費合計 13,145,238 12,462,846

営業利益 1,066,221 1,275,510

営業外収益   

受取利息 6,690 4,647

賃貸収入 183,337 165,105

受取販売協力金 8,501 1,904

雑収入 21,422 －

その他 － 32,869

営業外収益合計 219,952 204,527
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外費用   

支払利息 173,691 160,271

社債利息 11,922 15,879

社債発行費償却 1,537 3,604

株式交付費償却 3,212 1,338

賃貸収入原価 139,911 125,242

雑損失 17,734 －

その他 － 12,814

営業外費用合計 348,010 319,152

経常利益 938,163 1,160,885

特別利益   

投資有価証券売却益 709 －

貸倒引当金戻入額 452 1,717

受取和解金 － 17,798

債務免除益 － 124,098

その他 27 1,066

特別利益合計 1,189 144,681

特別損失   

店舗解約損 ※1  938,553 ※1  271,670

固定資産除却損 ※2  26,048 ※2  13,955

支払解決金 624,600 －

加盟契約解除損 129,858 150,175

長期前払費用償却 205,000 －

減損損失 ※3  188,580 ※3  165,695

投資有価証券評価損 26,220 14,281

関係会社株式評価損 29,404 26,510

訴訟損失引当金繰入額 － 31,000

その他 2,000 86,073

特別損失合計 2,170,265 759,362

税引前当期純利益 △1,230,913 546,204

法人税、住民税及び事業税 63,501 62,342

法人税等調整額 △407,396 273,357

法人税等合計 △343,895 335,700

当期純利益 △887,017 210,503
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,155,483 1,155,692

当期変動額   

新株の発行 208 14,276

当期変動額合計 208 14,276

当期末残高 1,155,692 1,169,969

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,035,230 1,035,439

当期変動額   

新株の発行 208 14,276

当期変動額合計 208 14,276

当期末残高 1,035,439 1,049,716

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 18,000 18,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,000 18,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 184,644 184,644

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 184,644 184,644

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,284,246 307,077

当期変動額   

剰余金の配当 △90,152 △90,160

当期純利益 △887,017 210,503

当期変動額合計 △977,169 120,343

当期末残高 307,077 427,421

株主資本合計   

前期末残高 3,677,605 2,700,854

当期変動額   

新株の発行 417 28,553

剰余金の配当 △90,152 △90,160

当期純利益 △887,017 210,503

当期変動額合計 △976,751 148,897

当期末残高 2,700,854 2,849,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △44,701 △45,243

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △541 54,575

当期変動額合計 △541 54,575

当期末残高 △45,243 9,332
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 4,022

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,022 1,248

当期変動額合計 4,022 1,248

当期末残高 4,022 5,271

純資産合計   

前期末残高 3,632,903 2,659,633

当期変動額   

新株の発行 417 28,553

剰余金の配当 △90,152 △90,160

当期純利益 △887,017 210,503

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,481 55,824

当期変動額合計 △973,270 204,721

当期末残高 2,659,633 2,864,354
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,230,913

減価償却費 968,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,310

受取利息及び受取配当金 △8,391

支払利息 173,691

社債利息 11,922

株式交付費償却 3,212

社債発行費償却 1,537

投資有価証券売却損益（△は益） △709

店舗解約損 938,553

固定資産除却損 26,048

減損損失 188,580

投資有価証券評価損益（△は益） 26,220

支払解決金 624,600

長期前払費用償却額 205,000

関係会社株式評価損 29,404

売上債権の増減額（△は増加） 184,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,923

店舗売却に係る固定資産減少額 15,544

仕入債務の増減額（△は減少） △57,861

預け金の減少額（△増加額） △138,397

未収入金の増減額（△は増加） △1,257

立替金の増減額（△は増加） △21,235

前渡金の増減額（△は増加） 27,150

未払金の増減額（△は減少） 185,985

前受金の増減額（△は減少） △75,265

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,551

その他 141,755

小計 2,164,097

利息及び配当金の受取額 8,391

利息の支払額 △188,257

支払解決金の支払額 △346,946

法人税等の支払額 △122,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,515,119
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 △395,541

定期預金の払戻による収入 521,503

有形固定資産の取得による支出 △618,516

無形固定資産の取得による支出 △1,350

固定資産の除却による支出 △261,414

貸付けによる支出 △11,350

貸付金の回収による収入 12,448

投資有価証券の償還による収入 10,000

投資有価証券の売却による収入 17,039

関係会社株式の取得による支出 △93,550

長期前払費用の増加額（△減少額） △5,889

敷金及び保証金の差入による支出 △266,439

敷金及び保証金の回収による収入 241,573

その他 △6,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △857,866

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（△は減少） 150,000

長期借入れによる収入 2,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,574,132

社債の償還による支出 △290,000

株式の発行による収入 417

割賦購入未払金の返済による支出 △538,854

配当金の支払額 △89,831

財務活動によるキャッシュ・フロー △442,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,852

現金及び現金同等物の期首残高 2,923,209

現金及び現金同等物の期末残高 3,138,062
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 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用しており

ます。 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3）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

算定しております。） 

(3）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 

商品・原材料 

 先入先出法による原価法 

商品・原材料 

 評価基準は原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法） 

 先入先出法 

  貯蔵品 

 終仕入原価法 

貯蔵品 

 評価基準は原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法） 

 終仕入原価法  

                     

  

(会計方針の変更) 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号)を当事業年度から適

用し、評価基準については、原価法から原

価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法)に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

  

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、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          ５～41年 

構築物         10～20年 

機械装置        ８～９年 

車両運搬具         ６年 

工具器具備品      ３～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

52

㈱フジオフードシステム(2752) 平成21年12月期 決算短信



  

項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

   （追記情報） 

  法人税の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

  (2）無形固定資産 

自社利用の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

く定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）                       (3）リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

格をゼロとして算定する方法。 

    (会計方針の変更) 

  「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第13号)及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準第16号)を当事業年度より適用し、

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から通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理に変更し、

リース資産として計上することにしてお

ります。 

  また、リース資産の減価償却方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとして算定する方法によっておりま

す。 

  これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

  (4）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(4）長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費 

定額法（３年）により償却しており

ます。 

(1）株式交付費 

同左 

  (2）社債発行費 

 社債の償還までの期間にわたり定額

法により償却しております。 

(2）社債発行費 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、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）訴訟損失引当金 

  訴訟に係る損失に備えるため、その

経過等の状況に基づく損失負担見込額

を計上しております。 

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。 

                   

７．ヘッジ会計の方法 

  

① ヘッジ会計の方法 

 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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…借入利息 ヘッジ対象…同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金利の将来の金利変動リスクをヘ

ッジする目的にのみ取引を限定する方針

であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 当社の行っている金利スワップ取引

は、その全てが特例処理の要件を満たし

ているため、その判定をもってヘッジ有

効性評価の判定に代えております。 

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。 

                   

  

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方法 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 ─────―――― (損益計算書) 

 前期まで区分掲記しておりました「投資有価証券売却

益」は、重要性が乏しいと判断したため、特別利益の

「その他」に含めて表示することにしました。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

※１．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。 

※１．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。 

現金及び預金 千円178,000

敷金・保証金 千円40,000

投資不動産 千円141,772

合計 千円359,772

現金及び預金 千円148,000

長期性預金 千円100,000

敷金・保証金 千円40,000

投資不動産 千円138,681

合計 千円426,681

担保付債務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。 

一年内返済予定長期借入金 千円500,000

長期借入金 千円1,351,000

合計 千円1,851,000

一年内返済予定長期借入金 千円595,000

長期借入金 千円1,206,000

合計 千円1,801,000

２．保証債務 

 外貨建保証債務については当事業年度末の為替

レートにより換算しております。 

金融機関借入の保証 

上海藤尾餐飲管理有限公司 千円80,992

小計 千円80,992

リース会社に対するリース債務の保証 

フランチャイズ加盟店 

（法人 12件） 

千円18,134

小計 千円18,134

２．保証債務 

 外貨建保証債務については当事業年度末の為替

レートにより換算しております。 

金融機関借入の保証 

上海藤尾餐飲管理有限公司 千円65,192

小計 千円65,192

リース会社に対するリース債務の保証 

フランチャイズ加盟店 

（法人 12件） 

千円12,898

小計 千円12,898

※３．投資不動産の減価償却累計額は、84,587千円であり

ます。 

※３．投資不動産の減価償却累計額は、 千円であり

ます。 

87,678

※４．長期営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10

号に規定する破産債権、再生債権、更生債権その他

これらに準ずる債権であり、通常の債権回収期間内

に回収されないこととなった債権であります。 

※４．         同左 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．店舗解約損の内訳は、以下のとおりであります。 ※１．店舗解約損の内訳は、以下のとおりであります。 

賃貸借契約解約損 千円230,975

建物除却損 千円396,314

構築物除却損 千円35,841

工具器具備品除却損 千円45,887

原状回復費用 千円91,393

リース解約損 千円105,898

その他   千円32,241

合計 千円938,553

賃貸借契約解約損 千円101,001

建物除却損 千円100,429

構築物除却損 千円2,324

工具器具備品除却損 千円15,969

原状回復費用 千円27,084

リース解約損 千円14,998

その他 千円9,862

合計 千円271,670

※２．固定資産除却損は、工具器具備品26,048千円であり

ます。       

※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

  工具器具備品 千円915

建物 千円13,039

 合計 千円13,955

※３．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。 

用途 種類 場所 

営業店舗 
建物及び工具器
具備品、その他 

大阪府６件 

兵庫県１件 

滋賀県３件 

※３．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。 

用途 種類 場所 

営業店舗 
建物及び工具器
具備品、その他 

大阪府９件 

福岡県１件 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して、主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを

行っております。 

 その結果、継続して営業損失を計上している店舗に

ついて建物及び工具器具備品等の資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して、主に店舗を基本単位とした資産グルーピングを

行っております。 

 その結果、継続して営業損失を計上している店舗に

ついて建物及び工具器具備品等の資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しております。 

固定資産の種類 
減損損失の金額 

（千円） 

建物  129,356

工具器具備品  17,809

構築物  17,735

その他  23,679

 合計  188,580

固定資産の種類 
減損損失の金額 

（千円） 

建物  111,326

工具器具備品  16,433

構築物  7,181

その他  30,754

 合計  165,695

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しておりますが、割引前将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、割引計算は行っ

ておりません。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しておりますが、割引前将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、割引計算は行っ

ておりません。 
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31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）普通株式の発行済株式数の増加４株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式         

普通株式（注）  45,076  4  －  45,080

合計  45,076  4  －  45,080

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 
新株予約権の 

内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末残高

（千円） 
前事業年度 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末 

提出会社 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権 

－  －  －  －  －  4,022

合計  －  －  －  －  4,022

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年3月28日 

定時株主総会 
普通株式  90,152  2,000 平成19年12月31日 平成20年３月31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21年3月27日 

定時株主総会 
普通株式  90,160 利益剰余金  2,000 平成20年12月31日 平成21年３月30日
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当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31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）普通株式の発行済株式数の増加278株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

  

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

発行済株式         

普通株式（注）  45,080  278  －  45,358

合計  45,080  278  －  45,358

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 
新株予約権の 

内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末残高

（千円） 
前事業年度 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末 

提出会社 

ストック・オプシ

ョンとしての新株

予約権 

－  －  －  －  －  5,271

合計  －  －  －  －  5,271

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年3月27日 

定時株主総会 
普通株式  90,160  2,000 平成20年12月31日 平成21年３月30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21年3月30日 

定時株主総会 
普通株式  90,716 利益剰余金  2,000 平成21年12月31日 平成22年３月31日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31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 

（平成20年12月31日現在） 

                                     

         

現金及び預金勘定 千円3,451,566

預入期間が３カ月を超える定期預金 千円△313,504

現金及び現金同等物 千円3,138,062

  

 ２．重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上した割賦購入未払金の額は

393,826千円であります。 
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前事業年度（平成20年12月31日現在） 

連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、当事業年度（平成20年12月31日）における子

会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年12月31日現在） 

連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、当事業年度（平成21年12月31日）における子

会社株式で時価のあるものはありません。 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

  
前事業年度 

（平成20年12月31日） 
当事業年度 

（平成21年12月31日） 

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     

未払事業税    千円8,566

貸倒引当金繰入超過額 千円111,917

未払事業所税 千円5,410

減価償却費超過額 千円33,751

減損損失否認 千円85,014

税務上の繰越欠損金 千円423,813

店舗解約損否認 千円15,689

関係会社株式評価損 千円27,228

長期前払費用償却超過額 千円20,231

事業用定期借地権仲介手数料 千円2,385

ゴルフ会員権評価減否認   千円2,231

その他有価証券評価差額金 千円30,975

土地評価減否認 千円41,534

その他 千円3,671

繰延税金資産小計 千円812,421

評価性引当額 千円△72,494

繰延税金資産合計 千円739,927

繰延税金資産     

未払事業税 千円11,100

貸倒引当金繰入超過額 千円124,993

未払事業所税 千円5,463

減価償却費超過額 千円35,167

減損損失否認 千円103,632

税務上の繰越欠損金 千円109,301

店舗解約損否認 千円4,372

関係会社株式評価損 千円38,002

長期前払費用償却超過額 千円19,398

事業用定期借地権仲介手数料 千円2,385

ゴルフ会員権評価減否認 千円2,231

土地評価減否認 千円41,534

加盟契約除却損 千円11,866

訴訟損失引当金否認 千円12,598

その他 千円12,741

繰延税金資産小計 千円534,789

評価性引当額 千円△99,195

繰延税金資産合計 千円435,593

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  千円6,389

  合計  千円6,389

繰延税金資産の純額 千円429,204

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 

 税引前当期純損失を計上しているため、記

載を省略しております。 

法定実効税率 ％40.6

 (調整)   

交際費等永久に損金に算入

されない項目 
 ％ 4.2

 住民税均等割等  ％ 11.4

 評価性引当金の増減額  ％ 4.9

 その他  ％ △0.1

税効果適用後の法人税等の

負担率 
 ％ 61.1
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（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額  円   銭50,908 84

１株当たり当期純損失 19,677 円 02 銭

１株当たり純資産額  円   銭63,033 72

１株当たり当期純利益  円   銭4,664 49

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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   円  銭4,642 98

  
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △887,017  210,503

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） 
 △887,017  210,503

期中平均株式数（株）  45,079  45,129

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  278

（うち新株予約権） （－） （278） 

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 

新株予約権２種類（新株予約権の

数 1,600個） 

新株予約権 

新株予約権 種類（新株予約権の

数 1,600個） 

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 ① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 ② その他役員の異動 

  ・新任取締役候補 

 取締役 藤尾 英雄(平成22年３月30日付) 

 取締役 浪花 亮輔(平成22年３月30日付) 

  ・退任取締役 

 取締役 大石 和之(平成21年９月30日付)  

 取締役 飛田 信幸(平成21年10月31日付) 

・退任予定取締役 

 常務取締役 山根 寿徳(平成22年３月30日付) 

 取締役   洞出 正敏(平成22年３月30日付）  

(2）その他 

   該当事項はありません。  

  

６．その他
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