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1. この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式

229,500千円(見込額)の募集、株式66,000千円(見込額)の売出し(引

受人の買取引受による売出し)及び株式33,000千円(見込額)の売出

し(オーバーアロットメントによる売出し)については、当社は証券

取引法第５条により有価証券届出書を平成16年２月17日に関東財務

局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 

  したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等については

今後訂正が行われます。 

  なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

2. この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内

容のうち、「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものであり

ます。 

 

 



新株式発行並びに株式売出届出目論見書

栃木県小山市本郷町三丁目４番18号



当社は郊外型レストラン「フライングガーデン」を多店舗展開しております。平成15年12月26日

現在店舗数は、北関東を中心に42店舗となっております。「フライングガーデン」は、「爆弾ハンバ

ーグ」を中心とした、当社独自の料理とサービスで他の外食企業との差別化を図っております。又、

店舗におきましては、美しい料理を緑豊かなくつろげる空間で、きめ細かい行き届いたサービスを

受けることにより、お客様に満足していただくことを追求しております。これからも当社は、「愛と

真心と幸福のご奉仕」の輪で大切な皆様を包み込むホスピタリティレストランを志向することによ

り事業の拡大に取り組んで参ります。

1. 事業の概況

本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社の概況等を要約・作成したものであります。詳細

は、本文の該当ページをご参照ください。
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2. 業績等の推移

回　　　　　　　　次 第 18  期 第 19  期 第 20  期 第 21  期 第 22  期 第23期中間期
決　　算　　年　　月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成15年９月

売　　　　上　　　　高（千円） 2,434,129 3,104,779 3,644,361 4,003,758 4,956,267 2,844,518

経　　常　　利　　益（千円） 140,749 179,464 185,464 20,903 231,483 178,402

当 期（ 中 間 ）純 利 益（千円） 50,283 82,779 37,612 4,637 134,118 77,971

持分法を適用した場合の投資利益（千円） ― ― ― ― ― ―

資　　　　本　　　　金（千円） 80,000 80,000 157,400 217,250 236,500 236,500

発 行 済 株 式 総 数 （株） 160,000 160,000 291,600 649,700 684,700 684,700

純　　資　　産　　額（千円） 430,530 524,991 657,532 790,754 952,563 1,026,179

総　　資　　産　　額（千円） 1,444,780 1,894,021 2,313,669 2,734,884 3,226,663 3,570,487

１株当たり純資産額 （円） 2,690.81 3,281.19 2,254.91 1,217.10 1,391.21 1,498.72

１ 株 当 た り 配 当 額 （円） ― ― ― 5.00 5.00 ―
（内１株当たり中間配当額） （―） （―） （―） （―） （―） （―）

１株当たり当期（中間）純利益 （円） 314.27 517.37 214.11 14.20 198.94 113.87

潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益 （円） ― ― ― ― ― ―

自　己　資　本　比　率 （％） 29.8 27.7 28.4 28.9 29.5 28.7

自 己 資 本 利 益 率 （％） 12.4 17.3 6.3 0.6 15.3 7.8

株　価　収　益　率 （倍） ― ― ― ― ― ―

配　　当　　性　　向 （％） ― ― ― 70.05 2.51 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― 228,842 244,823 94,622 451,767 159,130

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― △433,417 △483,247 △518,625 △324,073 △400,867

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） ― 216,636 306,986 409,516 137,027 282,064

現金及び現金同等物の期末（中間期末）残高（千円） ― 99,704 168,266 153,779 418,501 458,828

従　　業　　員　　数 （名） 68 82 105 118 136 158
（外、平均臨時雇用者数） （218） （296） （321） （360） （431） （510）

（注）1. 当社は、連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移に
ついては記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。
4. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第18期、第19期、第22期及び第23期中間期には潜在株式がないため記
載しておりません。第20期及び第21期には、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権の残高はあり
ますが、当社株式は非上場であり、店頭登録もしていないため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

5. 第22期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成14年９月25日企業会計基準第２号）
及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成14年９月25日企業会計基準適用
指針第４号）を適用しております。
なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、第５　経理の状況　財務諸表等　�財務諸表の（１株当た
り情報）注記事項をご参照下さい。

6. 株価収益率は、当社株式が非上場であり店頭登録もしておらず、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。
7. 従業員数は、各期の就業人員数であり、（ ）内にパートタイマー及びアルバイト（１日８時間換算）を外数で記載して
おります。

8. 第21期、第22期及び第23期中間期については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人の監査及び中間
監査を受けておりますが、第18期、第19期及び第20期に関しては当該監査を受けておりません。

9. 当社は、平成14年２月20日付で株式１株につき２株の分割を行っております。そこで、日本証券業協会の公開引受責任
者・引受審査責任者宛通知「登録申請のための有価証券報告書の作成上の留意点について」（平成14年12月26日付日証協
（店登）14第323号）に基づき、当社株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考
までに掲げると以下のとおりとなります。なお、第18期、第19期及び第20期の当該数値については中央青山監査法人の監
査を受けておりません。

主要な経営指標等の推移

回　　　　　　　　次 第 18  期 第 19  期 第 20  期 第 21  期 第 22  期 第23期中間期
決　　算　　年　　月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成15年９月

１株当たり純資産額 （円） 1,345.40 1,640.59 1,127.45 1,217.10 1,391.21 1,498.72

１ 株 当 た り 配 当 額 （円） ― ― ― 5.00 5.00 ―
（うち１株当たり中間配当額） （―） （―） （―） （―） （―） （―）

１株当たり当期（中間）純利益 （円） 157.13 258.68 107.05 7.9 198.94 113.87

潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益金額 （円） ― ― ― ― ― ―
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3. 事業の内容

Hospitality

Cleanliness Quality Service



コンセプト
感謝を基本理念としお客様の側に立った気づき（ホスピタリ
ティ）を重視しております

雰　囲　気
清潔で緑あふれる親切であったかい店づくりをめざしており
ます

料　　　理
爆弾ハンバーグをブランド商品として、チキン、スパゲティ、
サラダを主力としています

客　　　層
若者、女性客、ファミリーなどであります
年配者の方も多く来店されています

新桐生店
宮前店
強戸店
太田店
宮子店
邑楽町店
文京町店
上小塙店
館林店
新田町店
群馬町店
公田町店

群
　
馬
　
県

深谷店
熊谷新島店
本庄IC店
加須店
坂戸店
伊奈学園前店
東松山IC店
杉戸高野台店
鶴ヶ島市役所前店

埼
　
玉
　
県

結城店
下館店
つくば学園店
ひたちの牛久店
古河店
竜ヶ崎店
つくば西平塚店

茨
　
城
　
県

足利店
下戸祭店
佐野店
東簗瀬店
鹿沼店
小山犬塚店
栃木店
西川田店
若松原店
豊郷台店
小山50号店
下平出店
氏家店
今市店

栃
　
木
　
県

茨城県�
7

栃木県�
14

群馬県�
12

埼玉県�
9

店舗ネットワーク（平成15年12月31日現在）
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有 価 証 券 届 出 書 

  

関東財務局長 殿 
平成16年２月17日提出

 

 会社名 株式会社フライングガーデン 

 英訳名 FLYING GARDEN CO., LTD. 

 代表者の役職氏名 代表取締役社長 野沢 八千万 
 

本店の所在の場所 栃木県小山市本郷町三丁目4番18号 電話番号 0285（30）4129 （代表） 

  

 
連絡者 

 
取 締 役 
管理部長 

 
 坂本 明好 

最寄りの連絡場所 同    上 電話番号 同    上 

  連絡者 同    上 

 

届出の対象とした募集及び売出し

 
 募集及び売出有価証券の種類 株         式  

 募   集   金   額 入 札 に よ る 募 集 ―円

   入札によらない募集 ―円

   
ブックビルディング
方 式 に よ る 募 集 229,500,000円

   (引受人の買取引受による売出し) 

 売   出   金   額 入 札 に よ る 売 出 し ―円

   入札によらない売出し ―円

   
ブックビルディング
方 式 に よ る 売 出 し 66,000,000円

   (オーバーアロットメントによる売出し)

   入 札 に よ る 売 出 し ―円

   入札によらない売出し ―円

   
ブックビルディング
方 式 に よ る 売 出 し 33,000,000円

(注) 募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額(商法上の発行価額の総額)であり、売出金額は有価証

券届出書提出時における見込額であります。 

 

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所

 
 名       称  所   在   地  

該当事項はありません。 
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第一部 証券情報 

第１ 募集要項 

１ 新規発行株式 
 

種類 発行数 摘要 

普通株式 
株

180,000(注) 平成16年２月17日開催の取締役会決議によっております。

(注) １ 発行数については、平成16年２月26日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。 
２ 本募集並びに第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)及び第２ 売出要項 

２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)に記載の引受人の買取引受けによる売出し(以下
「引受人の買取引受けによる売出し」という。)にあたっては、その需要状況を勘案し、本募集並びに
引受人の買取引受けによる売出しとは別に20,000株を上限として三菱証券株式会社が当社株主より賃
借する当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合が
あります。 

 

２ 募集の方法 

平成16年３月５日に決定される引受価額にて引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価

額(発行価格)で募集を行います。引受価額は平成16年２月26日開催予定の取締役会において決定され

る発行価額以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお

ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を

支払いません。 

なお、本募集は、日本証券業協会(以下「協会」という。)の定める公正慣習規則第１号(以下「規

則」という。)第７条第１項第１号に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時

において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握

したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。 
 

区分 発行数 
発行価額の 

総額 
資本組入額の

総額 
摘要 

入札による募集 
株 

― 
円

―
円

―入
札
方
式 入札によらない募集 ― ― ―

ブックビルディング方式 180,000 229,500,000 114,750,000

１ 全株式を証券会社の買取引受

けにより募集いたします。 

２ 店頭登録前の公募増資等を行

うに際しての手続き等は、協

会の定める「規則」及び「規

則」に関する細則により規定

されております。 

計(総発行株式) 180,000 229,500,000 114,750,000 ― 

(注) １ 発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。 
２ 資本組入額の総額は、発行価額の総額(見込額)の２分の１相当額を資本に組入れることを前提として算

出した見込額であります。 
３ 有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,500円～1,800円)の平均価格(1,650円)で算出した場合、

本募集における発行価格の総額(見込額)は297,000,000円となります。 

 

３ 募集の条件 

(1) 入札方式 

イ 入札による募集 

該当事項はありません。 

 

ロ 入札によらない募集 

該当事項はありません。 



ファイル名:010_0742705521603.doc 更新日時:2004/02/12 18:43 印刷日時:04/02/13 7:11 

― 2 ― 

(2) ブックビルディング方式 

 

発行価格 引受価額 発行価額
資本 

組入額 
申込 

株数単位
申込期間 

申込 
証拠金

払込期日 

未定 

(注)１ 

未定 

(注)１ 

未定 

(注)３

未定 

(注)３ 

株

100
自 平成16年３月９日(火)

至 平成16年３月11日(木)

未定 

(注)２
平成16年３月15日(月) 

摘要 

１ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたし

ます。 

２ 引受人は当社従業員持株会に対して、募集株式数180,000株のうち一定の株式数を販売する予定で

あります。 

３ 募集株式は全株を引受人が引受価額にて買取ることといたします。 

４ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。 

５ 申込証拠金には、利息をつけません。 

６ 株券受渡期日は、平成16年３月16日(火)であります。株券は株式会社証券保管振替機構(以下「機

構」という。)の業務規程第42条に従い、一括して機構に預託されますので、店頭登録(売買開始)

日から売買を行うことができます。なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された

方には、店頭登録(売買開始)予定日(平成16年３月16日(火))以降に証券会社を通じて株券が交付さ

れます。 

７ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。 

８ 発行価格の決定に当たっては仮条件を提示し、その後発行価格を決定することとなります。その日

程等については、下記の(注)１をご参照下さい。 

９ 申込みに先立ち、平成16年３月１日から平成16年３月４日までの間で引受人に対して、当該仮条件

を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能で

あります。 

  販売に当たりましては、協会の規則で定める株主数基準の充足、店頭登録後の株式の流通性の確保

等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。 

  需要の申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等

に従い、発行価格若しくはそれ以上の金額で需要の申告を行った者の中から、原則として需要の申

告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方

針であります。 

  需要の申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内

規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘

案して決定する方針であります。 

(注) １ 発行価格の決定に当たり、平成16年２月26日に仮条件を提示する予定であります。 

  当該仮条件による需要状況、店頭登録日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成16年３

月５日に発行価格及び引受価額を決定する予定です。 

  仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い公開会社との比較、価格算定

能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。 

  需要の申込の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、

機関投資家等を中心に行う予定であります。 

２ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額といたします。 

３ 平成16年２月26日開催予定の取締役会において、平成16年２月27日に公告する発行価額及び資本組入額

を決定する予定であります。 

４ 引受価額が発行価額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。 

５ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成16年２月27日に公告する発行価額及び

平成16年３月５日に決定する引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

６ 新株式に対する配当起算日は、平成15年10月１日といたします。 
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申込取扱場所

後記「４ 株式の引受け」欄の証券会社の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。 

 

払込取扱場所

 

店名 所在地 

株式会社東京三菱銀行   大宮支店 

株式会社常陽銀行     小山支店 

株式会社群馬銀行     桐生支店 

埼玉県さいたま市大宮区大門町２-116 

栃木県小山市中央町三丁目３番３号 

群馬県桐生市本町五丁目354番地 

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

 

４ 株式の引受け 

 

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件 

三菱証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 
株

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 

大和証券エスエムビーシー
株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋三丁目13番５号 未定 

新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

松井証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番７号  

丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目５番２号 

ＳＭＢＣフレンド証券 
株式会社 

東京都中央区日本橋兜町７-12 

１ 買取引受けによりま

す。 

２ 引受人は新株式払込金

として、平成16年３月

15日までに払込取扱場

所へ引受価額と同額を

払込むことといたしま

す。 

３ 引受手数料は支払われ

ません。ただし、発行

価格と引受価額との差

額の総額は引受人の手

取金となります。 

計 ― 180,000 ― 

(注) １ 引受株式数及び引受けの条件は、平成16年２月26日(木)開催予定の取締役会において決定する予定であ

ります。 

２ 上記引受人と発行価格決定日(平成16年３月５日)に元引受契約を締結する予定であります。 

３ 引受人は上記引受株式数の内の2,000株程度を上限として、販売を希望する全国の証券会社に委託販売

する方針であります。 
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５ 新規発行による手取金の使途 

(1) 新規発行による手取金の額 

 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

円 

276,210,000 
円

15,000,000
円

261,210,000

(注) １ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,500円～

1,800円)の平均価格(1,650円)を基礎として算出した見込額であります。 

２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 

３ 引受手数料は支払わないこととされたため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したも

のであります。 

 

(2) 手取金の使途 

上記手取概算額261,210千円については、全額設備資金に充当する予定であります。 

 

(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」

の項をご参照下さい。 
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第２ 売出要項 

１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し) 

平成16年３月５日に決定される引受価額にて引受人は下記売出人から買取引受けを行い、当該引受

価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受

価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたし

ます。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

 

種類 売出数 
売出価額
の総額 

売出しに係る株式の所有者 
の住所及び氏名又は名称等 

摘要 

入札によ

る売出し 

株 

― 
円

― ――― 
入
札
方
式 

入札に 

よらない

売出し 

― ― ――― 

普通株式 

ブックビル 

ディング方式
40,000 66,000,000

群馬県桐生市堤町一丁目24番30号 

野沢 八千万 

１ 店頭登録前の公募増

資等を行うに際して

の手続き等は、「規

則」及び「規則」に

関する細則により規

定されております。

２ 公募新株式の発行を

中止した場合には、

引受人の買取引受に

よる売出しも中止い

たします。 

計 
(総売出株式) 

― 40,000 66,000,000 ― ― 

(注) １ 第１ 募集要項に記載の募集並びに引受人の買取引受による売出しにあっては、その需要状況を勘案し、

第１ 募集要項に記載の募集並びに引受人の買取引受による売出しとは別に20,000株を上限として三菱

証券株式会社が当社株主より賃借している当社普通株式のオーバーアロットメントによる売出しを行う

場合があります。 

２ 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,500円～1,800円)の平均価格(1,650

円)で算出した見込額であります。 

３ 売出数については今後変更されることがあります。 
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２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 

(1) 入札方式 

イ 入札による売出し 

該当事項はありません。 

 

ロ 入札によらない売出し 

該当事項はありません。 

 

(2) ブックビルディング方式 

 

売出価格 引受価額 申込期間 
申込 

株数単位 
申込 
証拠金

申込 
受付場所

引受人の住所、氏名又は名称 
元引受契
約の内容

未定 

(注)１ 

未定 

(注)１ 

自 平成16年 

３月９日(火) 

至 平成16年 

３月11日(木) 

株 

100 
未定 

(注)１

元引受契約

を締結する

証券会社の

本支店及び

営業所 

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

三菱証券株式会社 

未定 

(注)２

摘要 

１ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたし

ます。 

２ 売出株式は、全株引受人が引受価額にて買取ることといたします。 

３ 株券受渡期日は、店頭登録(売買開始)予定日(平成16年３月16日(火))の予定であります。株券は機

構の業務規程第42条に従い、一括して機構に預託されますので、店頭登録日から売買を行うことが

できます。なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、店頭登録(売買

開始)予定日(平成16年３月16日(火))以降に証券会社を通じて株券が交付されます。 

４ 申込証拠金には、利息をつけません。 

５ 売出価格の決定方法は、第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式の摘要７ ８

と同様であります。 

６ 上記引受人の販売方針は、第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式の摘要９

に記載した販売方針と同様であります。 

(注) １ 売出価格及び申込証拠金は、募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。 

  引受価額は募集における新規発行株式の引受価額と同一といたします。 

２ 元引受契約の内容、その他売出しに必要な条件については、売出価格決定日(平成16年３月５日)におい

て決定する予定であります。 

  なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の

総額は引受人の手取金となります。 

３ 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。 
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３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し) 

 

種類 売出数 
売出価額
の総額 

売出しに係る株式の所有者 
の住所及び氏名又は名称等 

摘要 

入札によ

る売出し 

株 

― 
円

― ――― 
入
札
方
式 

入札に 

よらない

売出し 

― ― ――― 

普通株式 

ブックビル 

ディング方式
(注)１及び２ (注)３ 

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

三菱証券株式会社 

１ 店頭登録前の公募増

資等を行うに際して

の手続き等は、「規

則」及び「規則」に

関する細則により規

定されております。

２ 公募新株式の発行を

中止した場合には、

オーバーアロットメ

ントによる売出しも

中止いたします。 

計 
(総売出株式) 

― 20,000 33,000,000 ― ― 

(注) １ 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、第１ 募集要項 １ 新規発行株式、２ 募集の方法及び

３ 募集の条件に記載の募集並びに本要項１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)及び２ 売出し

の条件(引受人の買取引受による売出し)に記載の引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況

を勘案し、第１ 募集要項に記載の募集並びに第２ 売出要項に記載の引受人の買取引受けによる売出し

とは別に20,000株を上限としてなされる、三菱証券株式会社が当社株主より賃借する当社普通株式の三

菱証券株式会社による売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出株数

は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。 

２ オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売

出しのために、三菱証券株式会社が当社株主から借入れる株式であります。これに関連して、三菱証券

株式会社は、20,000株を上限として、当社普通株式を２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出

し) (2) ブックビルディング方式に記載の引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に買取る権利

(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成16年３月24日を行使期限として当社株主から付

与される予定であります。また、三菱証券株式会社は、平成16年３月16日から平成16年３月24日までの

間、付与されたグリーンシューオプションの株式数を上限とし、当社株主から借入れる株式の返却を目

的として、協会が開設する店頭売買有価証券市場において、当社普通株式の買付け(以下「シンジケー

トカバー取引」という。)を行う場合があります。なお、三菱証券株式会社は、上記シンジケートカバ

ー取引にかかる株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、

シンジケートカバー取引期間内においても、三菱証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く

行わないか、もしくは上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

３ 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,500円～1,800円)の平均価格(1,650

円)で算出した見込額であります。 
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４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し) 

(1) 入札方式 

イ 入札による売出し 

該当事項はありません。 

 

ロ 入札によらない売出し 

該当事項はありません。 

 

(2) ブックビルディング方式 

 

売出価格 申込期間 
申込 

株数単位 
申込 
証拠金 

申込 
受付場所

引受人の
住所、氏名
又は名称

元引受契
約の内容

摘要 

未定 

(注) 

自 平成16年 

３月９日(火) 

至 平成16年 

３月11日(木) 

(注) 

株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
未定 

(注) 

引受人の

本支店及

び営業所

― ― 

１ 申込みの方法は、申込期間内に

申込受付場所へ申込証拠金を添

えて申込みをするものといたし

ます。 

２ 株式の受渡期日は、前記２ 売出

しの条件(引受人の買取引受によ

る売出し)における受渡期日と同

じ店頭登録(売買開始)予定日(平

成16年３月16日(火))の予定であ

ります。株券は機構の業務規程

第42条に従い、一括して機構に

預託されますので、店頭登録(売

買開始)日から売買を行うことが

できます。なお、株券の交付を

希望する旨を事前に証券会社に

通知された方には、店頭登録(売

買開始)予定日以降に証券会社を

通じて株券が交付されます。 

３ 申込証拠金には、利息をつけま

せん。 

４ 販売方針は、第１ 募集要項

３ 募集の条件 (2) ブックビル

ディング方式の摘要９に記載し

た販売方針と同様であります。 

(注) 上記売出価格、申込期間及び申込証拠金については、前記２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出

し)において決定される売出価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。 
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事業の概況等に関する特別記載事項 

1．当社の事業内容について 

(1)出店政策について 

① 出店方針について 

  現在、当社は、郊外型レストラン「フライングガーデン」を多店舗展開しております。平成16年２月17日現在、

店舗数は北関東を中心に42店舗となっており、今後におきましても「フライングガーデン」の店舗展開に注力し

ていく方針であります。 

  「フライングガーデン」は、「爆弾ハンバーグ」を中心とした当社独自の料理とサービスで他の外食企業との

差別化を図ってはおりますが、今後におきましても当社のコンセプトがお客様の支持を受けつづける保証はなく、

お客様のニーズに変化が生じた場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

② 出店地域について 

当社は、栃木県・群馬県・茨城県の北関東３県及び埼玉県の国道・県道を中心としたロードサイドに店舗展開

を図っており、今後も同地域を中心に出店していく予定であります。当社は、新規出店候補地の選定に当たって

は、賃借料・差入保証金等の出店条件や、近隣の商圏人口、交通量及び競合店状況などの当社独自の出店基準を

満たすことを条件としております。そのため、当社の出店基準に合致した物件がみつからず、計画通りに出店が

出来ない場合や、出店後に立地環境に変化が生じた場合等には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

なお、平成14年３月期、平成15年３月期及び平成15年９月中間期における地域別の売上高及び店舗数は、次の

通りです。 

（単位：千円、％、店） 

回次 第21期 第22期 第23期中 

平成14年３月期 平成15年３月期 平成15年９月中間期 決算年月 

売上高 構成比 店舗数 売上高 構成比 店舗数 売上高 構成比 店舗数 

栃木県 1,698,367 42.4 12 1,786,649 36.0 12 1,072,865 37.7 14

群馬県 1,458,932 36.4 11 1,685,343 34.0 12 866,772 30.5 12

茨城県 455,752 11.4 4 742,551 15.0 6 415,570 14.6 6

埼玉県 390,704 9.8 4 741,723 15.0 5 489,309 17.2 7

合計 4,003,758 100.0 31 4,956,267 100.0 35 2,844,518 100.0 39

（注）上記の金額は消費税等を含んでおりません。 
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③ 出店形態について 

  当社は、主に店舗の土地及び建物を貸借するリースバック方式で出店をしており、出店時には、土地等所有者

に対し、敷金または差入保証金として資金の差入を行い、当該差入保証金は、当社が月々支払う賃借料との相殺

により回収しております。 

  当社は、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はおりますが、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、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。また、当社の事情により店舗賃借契約を中途解除する場合には、敷金・差入保証金等を放

棄せざるを得ず、賃借契約解除に伴う損失が発生する可能性があります。 

 

(2)提供商品について 

当社の主力商品である「爆弾ハンバーグ」は当社オリジナルハンバーグであり、メニューへの登場以来、お客

様に高い人気を誇っていると当社は考えております。同商品の売上高に占める割合は、平成14年３月期で22.3％、

平成15年３月期で20.3％でありました。当社といたしましては、お客様により安全に、より美味しく召し上がっ

て頂けるよう、さらに「爆弾ハンバーグ」の追求を重ねていく所存ではありますが、何らかの理由により「爆弾

ハンバーグ」が支持されなくなる、或いは販売できなくなる事態に陥った場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

 

２．当社を取り巻く環境について 

 (1)外食産業の動向について 

  当社が属しております外食業界は、バブル崩壊後の長期に亘る景気低迷に伴う消費の冷え込みや、弁当、惣菜

等の中食市場の成長等により、全体的な市場規模は縮小傾向にあります。 

  当社といたしましては、サービス向上や店舗改装等による既存店舗の増収及び積極的な新規店舗展開による売

上高の拡大を目指してはおりますが、今後も事業環境がさらに悪化することにより既存店舗の売上高が大幅に減

少する等した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2)競合等の影響について 

 当社は現在、北関東３県及び埼玉県の国道・県道のロードサイドに店舗展開をしておりますが、近年、他の外

食企業の店舗との競争が激化しております。 

 当社といたしましては、安易な低価格競争に巻き込まれることなく、より良いサービスと美味しい料理を提供

することで他社との差別化を図り、自社の競争力強化に努めてはおりますが、類似の外食企業による北関東への

出店によりさらに競争が激化した場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

(3)ＢＳＥについて 

  平成13年９月に日本国内において初めてＢＳＥ（牛海綿状脳症）に感染した牛が発見され、消費者の牛肉に対

する不安感が増大したことから、当社を含めて牛肉を食材として使用する外食企業は業績に多大な影響を受けま

した。また、平成15年12月には米国内においてもＢＳＥに感染した牛が発見され、平成16年２月17日現在、同国

産牛肉に対して一時輸入停止措置が講じられております。当社では豪州産牛肉を使用しておりますが、これまで

のところ、同国においてＢＳＥに感染した牛は発見されておりません。 

  現在では政府主導による検査体制が完備されていること及び外食各社が食材に対する安全性の確保に努めてい
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ることから、今回は平成13年時のような消費者の過剰な牛肉離れや風評的被害は特に起こっていないものと当社

では判断しておりますが、オーストラリアでのＢＳＥ発生により同国産牛肉に対して輸入停止措置が講じられた

場合や、米国産牛肉に対する輸入停止措置の長期化により更に牛肉価格が高騰した場合には、当社の業績に影響

を与える場合があります。 

なお、ＢＳＥの発生した平成14年３月期を含む最近の経営成績の推移は、以下の通りであります。 

（単位：千円、店） 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期中 

決算年月 
平成11年  

３月期 

平成12年  

３月期 

平成13年  

３月期 

平成14年  

３月期 

平成15年  

３月期 

平成15年９月

中間期 

売上高 2,434,129 3,104,779 3,644,361 4,003,758 4,956,267 2,844,518

経常利益 140,749 179,464 185,464 20,903 231,483 178,402

当期（中間）

純利益 

50,283 82,779 37,612 4,637 134,118 77,971

期末店舗数 14 19 23 31 35 39

（注）上記の金額は消費税等を含んでおりません。 

 

(4)鳥インフルエンザについて 

  平成16年１月11日に、山口県において鳥インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザ）の発生が国内では79年

ぶりに確認されました。また、同月22日にはタイにおいても鳥インフルエンザの発生が確認された他、27日には

中国においても発生が確認されました。平成16年２月17日現在、両国産鶏肉に対しては一時輸入停止措置が講じ

られております。 

  当社はブラジル産鶏肉を使用しており、これまでのところ、同国産鶏肉からは鳥インフルエンザの発生は確認

されておりません。しかしながら、タイ産及び中国産鶏肉は国内供給量の２割近くを占めており、両国産鶏肉に

対する輸入停止措置の長期化により鶏肉価格が高騰した場合や、風評的被害による消費者の鶏肉離れが発生した

場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

３．有利子負債依存度について 

  当社は、店舗建築費用及び差入保証金等の資金を金融機関からの借入により調達しているため、総資産に占め

る有利子負債の比率が高い水準にあります。したがって今後、有利子負債依存度が高い状態で金利が上昇した場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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なお、最近の有利子負債等の推移は次の通りであります。 

（単位：千円、％、店） 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期中 

決算年月 平成11年  

３月期 

平成12年  

３月期 

平成13年  

３月期 

平成14年  

３月期 

平成15年  

３月期 

平成15年  

９月中間期

総資産（Ａ） 1,444,780 1,894,021 2,313,669 2,734,884 3,226,663 3,570,487

金融機関からの借入（Ｂ） 752,152 968,788 1,030,974 1,470,790 1,572,566 1,858,054

その他の有利子負債（Ｃ）（注） 2,374 62,541 152,502 5,402 9,752 17,161

（（Ｂ）＋（Ｃ））/（Ａ） 52.2 54.5 51.2 54.0 49.0 52.5

売上高（Ｄ） 2,434,129 3,104,779 3,644,361 4,003,758 4,956,267 2,844,518

支払利息・社債利息（Ｅ） 18,783 25,102 28,082 33,706 38,506 19,238

（Ｅ）/（Ｄ） 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

新規店舗数（退店数） 3（0） 5（0） 4（0） 8（0） 4（0） 4（0）

期末店舗数 14 19 23 31 35 39

 （注）１ その他の有利子負債は、未払金・長期未払金及び社債を合計した金額であります。 

    ２ 上記の金額は消費税等を含んでおりません。 

 

４．事業体制について 

 (1)代表者への依存について 

当社代表取締役社長であります野沢八千万は、当社の創業以来、経営方針の策定や戦略の決定、商品開発及び

立地開発等において重要な役割を果たしてまいりました。 

当社は、組織体系の確立や職務・権限規程に基づく権限の委譲など、社長に過度に依存しない体制への移行を

進めてはおりますが、現社長の業務執行が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2)人材の確保及び育成について 

 当社は今後も積極的な店舗展開を行っていく方針ですが、当社の基本方針であります「お客様第一主義」のサ

ービスを実践できる出店を継続していくためには、従来以上に人材の確保及び育成が重要な経営課題となってお

ります。 

 そのため、毎年30名以上の新入社員、並びに業界経験を問わず幅広く中途社員を採用し、充実した研修制度の

もとに人材の育成に力を注いでおります。 

 しかしながら、当社の人材の確保及び育成が出店計画に追いつかない場合には、出店計画の見直し等を行わざ

るを得ず、当社の業績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 

(1)衛生管理について 

 現在、食品の安全性については、偽装牛肉問題、集団食中毒及び残留農薬問題などの事件が頻発したことによ

り、外食産業に対する消費者の目は大変厳しくなっております。当社といたしましては、消費者により安全な食

品を提供するために、法定の食品衛生検査に加えて外部検査機関による定期的な各種の衛生検査を実施しており

ます。また、当社にて独自に策定いたしました店舗衛生マニュアルに基づき内部指導を定期的に行っているほか、
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商品担当者による農産物生産地・食品工場のチェックを行う等、食品の安全性維持のための措置を講じておりま

す。 

 今後におきましても、より一層の衛生環境の改善に留意していく方針ではありますが、食中毒発生等の当社に

起因する衛生管理問題だけではなく、無認可添加物の使用等による食品製造工程に対する消費者の不信増大、及

び他の外食企業に起因する衛生管理問題による連鎖的風評等、社会全般的な各種衛生上の問題が発生した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について 

 平成13年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」により、年間100トン以上の食品

廃棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及び再生利用を通じて、

平成18年４月までに排出する食品残渣物の２割を削減することが義務付けられております。 

 現状において、当社は食品リサイクル法において定められた外食事業者に該当しておりませんが、今後出店が

増加することにより食品廃棄物の排出量が増加することが想定されるため、同法の定める外食事業者に該当した

ことにより、既存の委託処理業者に加えて新たな食品廃棄物の再処理可能業者等との取引を行う必要や、自社で

再処理設備を購入し処理を行わざるを得なくなる等の必要が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

 (3)短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について 

  現在、厚生労働省において、短時間労働者に対する社会保険の適用基準を拡大する案が検討されております。

現行では年収が130万円以上かつ労働時間が常用雇用者の４分の３以上の基準を満たす場合には社会保険の加入が

義務付けられ、当社においても加入義務対象者は全て加入しておりますが、現在、週の所定労働時間20時間以上

又は年収65万円以上の短時間労働者についても新たに社会保険への加入が義務付けられる案が検討されておりま

す。 

  近い将来において社会保険適用基準が拡大され、保険料の増加、及び短時間労働の就労希望者の減少等が生じ

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4)セーフガードの発動について 

  平成15年８月１日から平成16年３月31日までの期間にて、政府は生鮮・冷蔵牛肉と豚肉の関税を引き上げる緊

急輸入規制措置（セーフガード）を発動し、現在、来年度まで輸入規制期間の延長が検討されております。これ

は、昨年四半期の輸入量が前年同期と比較して17％以上増えたため、関税が38.5％から50.0％に引き上げられる

というものです。当社は冷凍牛肉を使用しており、冷蔵牛肉の関税を引き上げる今回のセーフガード発動によっ

て関税引き上げの影響をすぐに受けることはないものと判断しておりますが、冷凍牛肉の四半期ごとの累計輸入

量が前年の117％を超えたことにより冷凍牛肉に関してもセーフガードが発動され、牛肉価格の高騰や消費者の牛

肉手控え等が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

６．関連当事者との取引について 

平成14年３月期及び平成15年３月期における当社と関連当事者との取引は、次の通りです。 
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第21期(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

関係内容 

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
（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 
野沢 
八千万 

― ― 
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接50.7

― ―

当社借入の債務
被保証 
当社店舗賃借の
被保証 

（※1）1,314,790 
 
（※2）  45,713 

― ― 

役員 
古賀 
廣成 

― ― 当社取締役
(被所有)
直接0.5 

― ― 税理士報酬支払 （※3）  3,350 
支払
手数
料 

― 

 （注）１ 上記の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 

（※1）当社の株式会社足利銀行、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行からの借入に対して保証を受

けているもので、保証料は支払っておりません。取引金額には借入金期末残高（平成14年３月

31日）を記載しております。なお、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行に対する保証は既に

解消しており、株式会社足利銀行に対する保証は平成16年２月17日に解消される予定です。 

（※2）当社の店舗賃借に対して保証を受けているもので、保証料は支払っておりません。なお、現在

は保証を解消しております。 

（※3）税理士報酬につきましては、税理士会の定める税理士の業務に関する報酬規定を参考に、両者

合意の価格で決定しております。なお、古賀廣成は、平成14年６月29日付で当社取締役を退任

しております。 

 

第22期(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

関係内容 

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
（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 
野沢 
八千万 

― ― 
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接48.1

― ― 

当社借入の債務
被保証 
当社店舗賃借の
被保証 

（※1）1,174,146
 
（※2）  46,630

― ― 

 （注）１ 上記の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 

（※1）当社の株式会社足利銀行、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行からの借入に対して保証を受

けているもので、保証料は支払っておりません。取引金額には借入金期末残高（平成15年３月

31日）を記載しております。なお、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行に対する保証は既に

解消しており、株式会社足利銀行に対する保証は平成16年２月17日に解消される予定です。 

（※2）当社の店舗賃借に対して保証を受けているもので、保証料は支払っておりません。なお、現在

は保証を解消しております。 

 

７．主要銀行の一時国有化について 

当社の主力銀行であります㈱足利銀行は、平成15年11月29日、内閣総理大臣より預金保険法第102条第１項第三号

に定める措置の必要性の認定を受けるとともに、預金保険機構が同行の株式を取得することの決定（特別危機管理

開始決定）を受けたことから、一時国有化されることが決定しました。同日現在、同行は当社の株式を20,000株

（被所有割合2.9％）保有しており、当社も同行の株式を298,573株保有しております。 

資金面に関しては、他の金融機関からの借入が予定できており、同行の一時国有化が当社の資金面に与える影響

はないものと考えておりますが、しかしながら、当社が保有する同行株式については評価減することとなり、平成

15年９月中間期において38,060千円の株式評価損を計上しております。 

なお、同行が保有する当社株式は、平成16年２月17日現在、その取扱いについて決定事項はありません。 
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第二部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 

決算年月 平成11年3月 平成12年3月 平成13年3月 平成14年3月 平成15年3月

売上高 (千円) 2,434,129 3,104,779 3,644,361 4,003,758 4,956,267 

経常利益 (千円) 140,749 179,464 185,464 20,903 231,483 

当期純利益 (千円) 50,283 82,779 37,612 4,637 134,118 

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 80,000 80,000 157,400 217,250 236,500 

発行済株式総数 (株) 160,000 160,000 291,600 649,700 684,700 

純資産額 (千円) 430,530 524,991 657,532 790,754 952,563 

総資産額 (千円) 1,444,780 1,894,021 2,313,669 2,734,884 3,226,663 

１株当たり純資産額 (円) 2,690.81 3,281.19 2,254.91 1,217.10 1,391.21 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
― 

(―)

― 

(―)

― 

(―)

5.00 

(―) 

5.00 

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 314.27 517.37 214.11 14.20 198.94 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 29.8 27.7 28.4 28.9 29.5 

自己資本利益率 (％) 12.4 17.3 6.3 0.6 15.3 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― 70.05 2.51 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 228,842 244,823 94,622 451,767 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △433,417 △483,247 △518,625 △324,073 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 216,636 306,986 409,516 137,027 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― 99,704 168,266 153,779 418,501 

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）

(名) 
  68 
（218） 

  82 
（296） 

  105 
（321） 

  118 
（360） 

  136 
（431） 

 



ファイル名:031_0742705521603.doc 更新日時:2004/02/12 18:45 印刷日時:04/02/13 7:12 

― 16 ― 

(注) １ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

    ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第18期、第19期及び第22期には潜在株式がないため

記載しておりません。第20期及び第21期には、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株

引受権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、店頭登録もしていないため期中平均株価が把

握できませんので、記載しておりません。 

５ 当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年9月25日企業会

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

平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号）を適用しております。 

なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響については、第5 経理の状況 財務諸表等 (1)財

務諸表の（１株当たり情報）注記事項をご参照下さい。  

    ６ 株価収益率は、当社株式が非上場であり店頭登録もしておらず、期中平均株価の把握が困難なため記

載しておりません。 

７ 従業員数は、各期の就業人員数であり、（ ）内にパートタイマー及びアルバイト（1日8時間換算）

を外数で記載しております。 

８ 第21期及び第22期については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査を受

けておりますが、第18期、第19期及び第20期に関しては当該監査を受けておりません。 

９ 当社は、平成14年2月20日付で株式1株につき2株の分割を行っております。そこで、日本証券業協会の

公開引受責任者・引受審査責任者宛通知「登録申請のための有価証券報告書の作成上の留意点につい

て」（平成14年12月26日付日証協（店登）14第323号）に基づき、当社株式分割に伴う影響を加味し、

遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、

第18期、第19期及び第20期の当該数値については中央青山監査法人の監査を受けておりません。 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 

決算年月 平成11年3月 平成12年3月 平成13年3月 平成14年3月 平成15年3月 

1株当たり純資産額（円） 1,345.40 1,640.59 1,127.45 1,217.10 1,391.21 

1株当たり配当額 

（うち1株当たり中間配当額）（円） 

― 

（―） 

― 

（―） 

― 

（―） 

5.00 

（―） 

5.00 

（―） 

1株当たり当期純利益（円） 157.13 258.68 107.05 7.9 198.94 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益金額（円） 
― ― ― ― ― 
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２ 沿革 

昭和51年11月 
 

群馬県桐生市末広町に現代表取締役社長野沢八千万が、ピザ・クレープの店「ノザ
ワ」を個人にて創業する。 

昭和56年12月 
 

資本金5,000千円にて株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部を群馬県桐生市末広町
に設立する。 

昭和58年 7月 ノザワハッピーフーズ株式会社に商号変更する。 

昭和59年 8月 
 

群馬県に郊外型レストラン一号店としてフライングガーデン「新桐生店」を群馬県
桐生市に開店する。 

昭和60年12月 本社を群馬県桐生市巴町に移転する。 

昭和61年 4月 栃木県に初の店舗として、「足利店」を栃木県足利市に開店する。 

平成 2年 2月 本社を栃木県宇都宮市に移転する。 

平成 3年 3月 本社を群馬県桐生市に移転する。 

平成 8年11月 株式会社フライングガーデンと商号変更する。 

平成11年 4月 茨城県に初の店舗として、「結城店」を茨城県結城市に開店する。 

平成11年 7月 栃木県小山市に営業本部を開設する。 

平成12年 4月 埼玉県に初の店舗として、「深谷店」を埼玉県深谷市に開店する。 

平成13年 4月 
 

人材開発と教育の強化を目的に、栃木県小山市にトレーニングキッチンを開設す
る。 

平成13年12月 30店舗目として、「加須店」を埼玉県加須市に開店する。 

平成14年 7月 本社を栃木県小山市に移転する。 

平成15年10月 40店舗目として、「つくば西平塚店」を茨城県つくば市に開店する。 

平成15年12月 42店舗目として、「鶴ヶ島市役所前店」を埼玉県鶴ヶ島市に開店する。 
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３ 事業の内容 

当社は「人類の幸福を向上させるために、飲食事業を通じ社会貢献をし、お客様満足度日本一のレ

ストランチェーンを目指す」という企業使命の下に、ハンバーグ・チキンをメニューの中心とした郊

外型レストラン「フライングガーデン」の直営多店舗展開を事業の内容としております。当社の出店

形態は、郊外型のロードサイド店を中心とし、出店地域は栃木県・群馬県・茨城県を中心に埼玉県南

部まで広がっております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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４ 関係会社の状況 

 

 該当事項はありません。 

 

５ 従業員の状況 

(1) 提出会社の状況 

(平成15年12月31日現在) 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

154（559） 28.1 3.9 4,113

(注)１ 従業員数は就業人員であり、（ ）内にパートタイマー及びアルバイト（1日8時間換算）を外数で記載 

しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

   ３ 従業員が最近１年間において13名増加したのは、主として業容拡大に伴う新規採用によるものでありま

す。 

 

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２ 事業の状況 

 当社は、ファミリーレストランのみを営んでおり、連結子会社を有しておらず、また日本国内のみの

事業展開であるため、事業の種類別セグメント情報又は地域別セグメント情報の開示を要しない会社に

該当いたします。したがって、「事業の内容」の各項は当社単体、かつファミリーレストラン事業のみ

についての記載であります。 

１ 業績等の概要 

(1) 業績 

第22期事業年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) 

当事業年度におけるわが国経済は、米国の景気減速や不良債権問題によるシステム不安などによ

りなお一層の景気先行き懸念が強まるなか、株価の低迷、高い失業率、消費者物価の下落、給与所

得の減少などが続き、厳しい状況で推移いたしました。 

外食産業におきましても、個人消費が低迷し、長引くデフレ経済における外食企業間での価格引

き下げ競争等が激しさを増すなか、既存店における来客数の減少傾向に歯止めのかからない厳しい

経営環境となりました。 

このような状況の中で、当社は『お客様満足度日本一への挑戦』をスローガンに清潔な店作り、

商品力の強化、サービスの向上を推進し、フライングガーデンならではの差別化された競争力の強

化に努力してまいりました。また店舗展開につきましても、4店舗の出店をした結果期末店舗数は31

店舗から35店舗へと拡大いたしました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高4,956,267千円（前期比23.8％増）となり、経常利益

231,483千円（前期比1,007.4％増）、当期純利益134,118千円（前期比2,792.2％増）と増収増益と

なりました。 

 

第23期中間会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) 

当中間会計期間におけるわが国経済は、イラク戦争やＳＡＲＳなどによる景気悪化懸念が次第に

沈静に向かうなか、株価や民間企業収益力に回復の兆候が見られたものの、公共投資や雇用・個人

消費の回復には至らず、引き続き厳しい環境にあります。 

外食産業におきましても、こうした消費低迷を反映し、来客数・客単価の減少、既存店売上前年

割れという状況で推移致しました。 

このような経済状況のもとで、当社は当中間会計期間に新規４店舗をオープンし、業容を拡大す

るとともに、「高収益事業構造の構築」をテーマとして、店舗オペレーションのレベルアップ、販

促の推進やコストコントロールによる収益性の向上に努めました。 

この結果、当中間会計期間は、売上高2,844,518千円、経常利益178,402千円、中間純利益77,971

千円となり増収増益となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

第22期事業年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新規店舗4店の開設に加

え前事業年度に発生したBSE騒動からの回復を受け、税引前当期純利益が263,411千円（前期比

1,147.0％増）と前事業年度に比較して242,288千円増加したこと等により、前事業年度末に比べ

264,721千円増加し、当事業年度末には418,501千円となりました。 

    また、当事業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。 

 

  ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、451,767千円（前期比377.4％増）となり

ました。 

これは主に、税引前当期純利益263,411千円（前期比1,147.0％増）、減価償却費154,440千円

（前期比31.5％増）を計上したことによるものであります。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、324,073千円（前期比37.5％減）となりま

した。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出249,632千円（前期比50.6％減）を計上したことに

よるものであります。 

 

  ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度における財務活動の結果得られた資金は137,027千円（前期比66.5％減）となりまし

た。 

これは主に、短期借入金の増加額100,000千円（前期比66.7％増）、長期借入金の純増額1,776千

円（前期比99.5％減）、株式の発行による収入38,500千円（前期比67.8％減）を計上したことによ

るものであります。 

 

第23期中間会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益他

の営業キャッシュ・フローの増加及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加が、新規店舗4店

の開設等投資活動によるキャッシュ・フローを超過したことにより、前事業年度末に比べ40,327千

円増加し、中間期末残高は458,828千円となりました。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、159,130千円となりました。 

これは主に、税引前中間純利益139,922千円、減価償却費82,511千円を計上したことによるもの

であります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は、400,867千円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出318,743千円を計上したことによるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は282,064千円となりました。 

これは主に、長期借入金の純増加額285,488千円を計上したことによるものであります。 
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２ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。 

 

(2) 食材等仕入実績 

第21期、第22期及び第23期中間会計期間の食材等仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであり

ます。 

〔 
第21期 

自 平成13年4月 1日
至 平成14年3月31日〕〔

第22期 
自 平成14年4月 1日
至 平成15年3月31日〕〔 

第23期中間会計期間
自 平成15年4月 1日
至 平成15年9月30日〕

期 別 

 

品 目 金   額 構 成 比 金   額 構 成 比 金   額 構 成 比

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

肉 類 389,059 32.0 531,803 35.1 318,423 37.5 

米 穀 類 138,677 11.4 168,116 11.1 96,827 11.4 

ド リ ン ク 類 89,209 7.3 142,724 9.4 79,208 9.3 

青 果 類 114,730 9.4 108,292 7.2 56,849 6.7 

そ の 他 485,105 39.9 563,636 37.2 298,345 35.1 

計 1,216,782 100.0 1,514,573 100.0 849,655 100.0 

 
(注) １ 金額は仕入価額によって表示しております。 
   ２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、受注状況は記載しておりませ

ん。 

 

(4) 販売実績 

第22期及び第23期中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

なお当社は一般顧客を対象とした店舗販売ですので、特定の販売先はありません。 
(単位：千円) 

  
事業部門 〔 

第22期 
自 平成14年4月 1日
至 平成15年3月31日〕前年同期比(％)〔

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 〕前年同期比(％)

ファミリーレストラン部門 4,956,267 123.8 2,844,518 115.5 

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(5) 収容能力及び収容実績 

〔 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 〕 〔

第22期 
自 平成14年4月 1日
至 平成15年3月31日 〕 〔

第23期中間会計期間
自 平成15年4月 1日
至 平成15年9月30日 〕地 

域 
客席数 構成比 来店客数 構成比 客席数 構成比 来店客数 構成比 客席数 構成比 来店客数 構成比

 席 ％ 人 ％ 席 ％ 人 ％ 席 ％ 人 ％

栃木県 1,074 43.0 1,578,242 41.9 1,131 35.7 1,709,620 35.6 1,341 36.3 1,030,334 37.0

群馬県 875 35.0 1,405,688 37.3 1,100 34.7 1,669,285 34.8 1,124 30.4 867,718 31.2

茨城県 334 13.3 419,990 11.1 493 15.6 701,685 14.6 568 15.4 401,450 14.4

埼玉県 218 8.7 365,791 9.7 444 14.0 720,724 15.0 660 17.9 482,101 17.4

合 
計 

2,501 100.0 3,769,711 100.0 3,168 100.0 4,801,314 100.0 3,693 100.0 2,781,603 100.0

 (注)  客席数は、各店舗座席数に営業日数を乗じて日割計算しております。 

 

(6) 地域別販売実績 

〔
第21期 

自 平成13年4月 1日
至 平成14年3月31日〕〔

第22期 
自 平成14年4月 1日
至 平成15年3月31日〕〔

第23期中間会計期間
自 平成15年4月 1日
至 平成15年9月30日〕地     域 

販売高 構成比 販売高 構成比 販売高 構成比 

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

栃 木 県 1,698,367 42.4 1,786,649 36.0 1,072,865 37.7 

群 馬 県 1,458,932 36.4 1,685,343 34.0 866,772 30.5 

茨 城 県 455,752 11.4 742,551 15.0 489,309 17.2 

埼 玉 県 390,704 9.8 741,723 15.0 415,570 14.6 

合     計 4,003,758 100.0 4,956,267 100.0 2,844,518 100.0 

 (注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



ファイル名:040_0742705521603.doc 更新日時:2004/02/11 2:01 印刷日時:04/02/13 7:12 

― 24 ― 

３ 対処すべき課題 

（1）現状の認識について 

   今後の経済見通しについては、バブル崩壊以降の長期に亘る景気低迷から我が国経済は企業・個

人ともに需要の低迷が続いております。このような中で消費の急激な回復は望めないものと考えら

れ、外食産業は市場規模の横ばいもしくは縮小と、厳しい局面が予想されます。このような環境の

中で当社は、お客様にとってフライングガーデンでしか味わえない高品質な商品と良質なサービス

の徹底が企業成長に欠かせないものと考え、フライングガーデンらしさの強化に取り組んでいく所

存であります。 

 

（2）当面の対処すべき課題の内容 

   個人消費の低迷や企業接待等の減少から、外食産業市場の全体の規模は減少傾向にありますが、

単身世帯の増加、女性の社会進出、急激な高齢化などの社会情勢の変化や消費の極端な二極分化な

どの生活様式の変化により、既存の大手チェーンが苦戦を続けるなか、低価格路線のチェーンレス

トランや独自のコンセプトを打ち出している個店などは業績が堅調に推移しております。 

   当社は「うまいものやに徹する」という基本コンセプトをより強化していくことにより、たくさ

んのお客様に支持をしていただき、他社との差別化を図っていく所存であります。 

 

（3）対処方針 

   当社は厳しい環境の中で更なる発展を遂げるためには、当社からお客様に新しいニーズを発信し、

お客様から選んでいただくことが重要と考えております。そのために新商品の開発、原材料の安全

性の確保、キッチン担当者の強化、お客様へのサービスレベルの向上、人材の確保と育成、効果的

なプロモーション活動に取り組んで参ります。 

 

（4）具体的な取り組み状況 

   1. 商品開発 

     当社の人気商品である爆弾ハンバーグに続くロングセラー商品の開発と当社の強みであるチ

キン・パスタ類の強化を重点項目に、更なる安全性の追求と品質の向上に取り組んで参ります。 

2. キッチン担当者の強化・お客様へのサービスレベルの向上 

     トレーニングキッチンをベースにして、社員はもとよりパート・アルバイトのリーダーをト

レーニングプログラムに基づいて提供する商品の質・出来映え、サービスのスタンダードが向

上するよう指導しております。 

   3. 人材の確保と育成 

     即戦力のスペシャリストを業界内外を問わず幅広く採用するほかに、質の高い新入社員を確

保するための施策を取って参ります。また当社独自のプログラムによる社員教育に更なる改善

を加えてより質の高い人材へのアプローチを続けて参ります。 

   4. プロモーション活動 

     全社、エリア、店舗と段階に分けたうえでの効果的なプロモーションミックスを検討し、売

上増につなげて参ります。 

 

４ 経営上の重要な契約等 

該当事項はありません。 

 

５ 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 設備の状況 

１ 設備投資等の概要 

第22期事業年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) 

当社は直営店による郊外型レストラン事業を営んでおりますので、購入による設備投資の主なもの

は、建物及び内装、家具等であります。厨房機器、ＰＯＳシステムは全てリース契約によって調達し

ております。 

平成15年3月期は、4店舗の新規出店をいたしました。その結果、購入による設備投資は、総額

249,632千円であります。 

主な内訳は次のようになっております。 

 建 物  194,458千円 

 構 築 物   35,745千円 

なお、当期中において重要な設備の除却はありません。 

 

第23期中間会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) 

当社は直営店による郊外型レストラン事業を営んでおりますので、購入による設備投資の主なもの

は、建物及び内装、家具等であります。厨房機器、ＰＯＳシステムは全てリース契約によって調達し

ております。 

平成15年9月中間期は、4店舗の新規出店をいたしました。その結果、購入による設備投資は、総額

322,798千円であります。 

主な内訳は次のようになっております。 

 建 物  191,047千円 

 構 築 物   34,700千円 

なお、当中間期中において重要な設備の除却はありません。 
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２ 主要な設備の状況 

(平成15年９月30日現在) 

帳簿価額(単位：千円) 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
建物 

及び構築物 
機械 

及び装置
器具備品

土地 
(面積㎡)

その他 合計 

従業員数 
(名) 

客席数
（席）

新桐生店 
（群馬県桐生市） 

店舗設備 5,946 ― 957
72,300
(1,101)

― 79,203 3 85

足利店 
（栃木県足利市） 

店舗設備 4,935 ― 678 ― ― 5,614 3 93

伊勢崎店 
（群馬県伊勢崎市） 

店舗設備 4,861 369 885 ― ― 6,115 3 85

下戸祭店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 4,575 ― 1,217 ― ― 5,793 4 94

強戸店 
（群馬県太田市） 

店舗設備 23,755 ― 655
142,210
(2,364)

― 166,622 3 96

佐野店 
（栃木県佐野市） 

店舗設備 11,858 ― 1,556 ― ― 13,414 4 94

太田店 
（群馬県太田市） 

店舗設備 30,371 ― 125 ― ― 30,496 4 94

東簗瀬店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 7,783 ― 48 ― ― 7,832 4 100

鹿沼店 
（栃木県鹿沼市） 

店舗設備 31,608 ― 282 ― ― 31,890 2 100

宮子店 
（群馬県伊勢崎市） 

店舗設備 9,645 ― 128 ― ― 9,774 4 100

小山犬塚店 
（栃木県小山市） 

店舗設備 32,484 ― 412 ― ― 32,897 4 96

邑楽町店 
（群馬県邑楽郡） 

店舗設備 43,140 ― 770 ― ― 43,910 3 96

栃木店 
（栃木県栃木市） 

店舗設備 44,491 ― 778 ― ― 45,270 4 96

文京町店 
（群馬県前橋市） 

店舗設備 17,854 ― 194 ― ― 18,048 3 96

西川田店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 277 ― 129 ― ― 406 2 96

結城店 
（茨城県結城市） 

店舗設備 17,678 ― 225 ― ― 17,904 3 96

若松原店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 16,999 ― 932 ― ― 17,932 4 96

豊郷台店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 24,640 ― 662 ― ― 25,302 4 96

小山50号店 
（栃木県小山市） 

店舗設備 64,819 ― 179 ― ― 64,999 3 96

深谷店 
（埼玉県深谷市） 

店舗設備 ― ― 90 ― ― 90 2 96

下館店 
（茨城県下館市） 

店舗設備 61,279 ― 214 ― ― 61,493 3 96

つくば学園店 
（茨城県つくば市） 

店舗設備 51,814 ― 2,182 ― ― 53,997 4 94

上小塙店 
（群馬県高崎市） 

店舗設備 9,454 ― 1,152 ― ― 10,607 4 96

館林店 
（群馬県館林市） 

店舗設備 50,113 ― 1,135 ― ― 51,249 3 94

熊谷新島店 
（埼玉県熊谷市） 

店舗設備 17,267 ― 140 ― ― 17,408 3 94

ひたちの牛久店 
（茨城県牛久市） 

店舗設備 51,257 ― 1,343 ― ― 52,601 3 94

新田町店 
（群馬県新田郡） 

店舗設備 56,545 ― 1,277 ― ― 57,823 4 94
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帳簿価額(単位：千円) 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
建物 

及び構築物 
機械 

及び装置
器具備品

土地 
(面積㎡)

その他 合計 

従業員数 
(名) 

客席数
（席）

本庄ＩＣ店 
（埼玉県本庄市） 

店舗設備 59,989 ― 1,379 ― ― 61,369 4 94

群馬町店 
（群馬県群馬町） 

店舗設備 58,024 ― 1,115 ― ― 59,139 3 94

加須店 
（埼玉県加須市） 

店舗設備 58,258 ― 994 ― ― 59,253 4 94

下平出店 
（栃木県宇都宮市） 

店舗設備 23,222 ― 963 ― ― 24,186 3 94

古河店 
（茨城県古河市） 

店舗設備 252 ― ― ― ― 252 3 94

前橋公田町店 
（群馬県前橋市） 

店舗設備 59,788 ― 3,717 ― ― 63,505 3 94

坂戸店 
（埼玉県坂戸市） 

店舗設備 53,104 ― 4,281 ― ― 57,386 3 94

竜ヶ崎店 
（茨城県竜ヶ崎市） 

店舗設備 62,980 ― 4,899 ― ― 67,879 4 94

伊奈学園前店 
（埼玉県伊奈町） 

店舗設備 59,398 ― 4,158 ― ― 63,557 4 94

氏家店 
（栃木県氏家町） 

店舗設備 64,789 ― 1,253 ― ― 66,042 5 94

今市店 
（栃木県今市市） 

店舗設備 21,833 ― 5,281 ― ― 27,115 4 94

東松山ＩＣ店 
（埼玉県東松山市） 

店舗設備 61,814 ― 5,420 ― ― 67,235 4 94

ちゃあしゅう屋 
（群馬県前橋市） 

店舗設備 18,307 ― ― ― ― 18,307 ― ―

桐生本部 
（群馬県桐生市） 

統括業務設備 ― ― 162 ― ― 162 ― ―

本社 
（栃木県小山市） 

統括業務設備 19,543 ― 1,931
18,700
（182)

3,049 43,223 24 ―

合計 1,316,770 369 53,919
233,210
（3,647)

3,049 1,607,320 158 3,691

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

    ３  ちゃあしゅう屋は他社に賃貸しております。 

４ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

(単位：千円) 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 件数 リース期間 年間リース料 リース契約残高

新桐生店他 
（群馬県桐生市） 

厨房設備 31台 6年 60,876 194,177

新桐生店他 
（群馬県桐生市） 

ＰＯＳ及び情
報システム 

40台 5年 46,562 120,617

本社他 
（群馬県桐生市） 

車両運搬具 2台 5年 1,548 1,806
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３ 設備の新設、除却等の計画（平成15年12月31日現在） 

(1) 重要な設備の新設等 

(単位：千円) 

投資予定額 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

総額 既支払額

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 

完成後
の 

増加客
席数

（席）

春日部店 
（埼玉県春日部市） 

店舗設備等 74,000 13,780
借入金・ 
増資資金 

平成15年12月 平成16年４月 94 

守谷店 
（茨城県守谷市） 

店舗設備等 81,200 1,300
借入金・ 
増資資金 

平成16年１月 平成16年４月 94 

千葉ニュータウン店 
（千葉県印西市） 

店舗設備等 79,000 ―
借入金・ 
増資資金 

平成16年３月 平成16年６月 94 

野田ＳＣ店 
（千葉県野田市） 

店舗設備等 77,500 ―
借入金・ 
増資資金 

平成16年４月 平成16年８月 94 

入間店 
（埼玉県入間市） 

店舗設備等 90,500 1,750
借入金・ 
増資資金 

平成16年７月 平成16年10月 94 

所沢店 
（埼玉県所沢市） 

店舗設備等 81,000 ―
借入金・ 
増資資金 

平成16年８月 平成16年11月 94 

丸ヶ崎店 
（埼玉県さいたま市） 

店舗設備等 94,000 2,100
借入金・ 
増資資金 

平成16年12月 平成17年３月 94 

上福岡店 
（埼玉県上福岡市） 

店舗設備等 89,500 2,330
借入金・ 
増資資金 

平成16年12月 平成17年３月 94 

合計 666,700 21,260 ― ― ― 752 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(1) 株式の総数等 

 

種類 会社が発行する株式の総数 

普通株式 2,598,800株 

計            2,598,800株 

 

種類 発行数 
上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

摘要 

普通株式 
株 

684,700 非上場・非登録 
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限
定のない当社における標準となる株式 

発
行
済
株
式 

計 684,700 ― ― 

  

(2) 新株予約権等の状況 

   該当事項はありません。 

 

(3) 発行済株式総数、資本金等の推移 

 

発行済株式総数 資本金 資本準備金 

年月日 

増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高 

摘要 

平成13年2月14日 
株 

120,000 
株 

280,000 
千円

60,000
千円

140,000
千円

―
千円 

― 

有償株主割当 
1：0.75 
発行価額   500円 
資本組入額  500円 

平成13年3月15日 11,600 291,600 17,400 157,400 17,400 17,400 
有償第三者割当（注）1
発行価額  3,000円 
資本組入額 1,500円 

平成14年2月20日 291,600 583,200 ― 157,400 ― 17,400 
株式分割（注）2 
1：2 

平成14年3月16日 66,500 649,700 59,850 217,250 59,850 77,250 
有償第三者割当（注）3
発行価額  1,800円 
資本組入額  900円 

平成14年7月20日 35,000 684,700 19,250 236,500 19,250 96,500 
有償第三者割当（注）4
発行価額  1,100円 
資本組入額  550円 

 （注）１ 割当先   当社取締役関根則次、監査役内野直忠他 個人13名 法人1社 

    ２ 平成14年2月20日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式を、1株につき2株の割合をもって分割い

たしました。 

    ３ 割当先   株式会社足利銀行他 法人8社 

    ４ 割当先   フライングガーデン従業員持株会、取締役田上裕治、取締役坂本明好、取締役三本木勝 
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(4) 所有者別状況 

（平成15年12月31日現在） 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

区分 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社
その他の

法人 
外国法人等
(うち個人)

個人その他 計 

単元未満
株式の状況

 

株主数 

人 

― 6 ― 5
―
(―)

27 38 ―

 

所有株式数 

単元 

― 515 ― 1,000
―
(―)

5,331 6,846 
株

100

 
 

割合 

％ 

― 7.52 ― 14.61
―
(―)

77.87 100.0 ―

 

(5) 議決権の状況 

① 発行済株式                             （平成15年12月31日現在） 

 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  684,600 6,846

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 普通株式    100 ― 同上 

発行済株式総数 684,700 ― ― 

総株主の議決権 ― 6,846 ― 

 

②自己株式等                          （平成15年12月31日現在） 

所有者の氏名

又は名称 
所有者の住所 

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株） 

発行済株式総数に対する所

有株式数の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

 

(6) ストックオプション制度の内容 

  該当事項はありません。 
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２ 自己株式の取得等の状況 

[定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況] 

(1) 前決議期間における自己株式の取得等の状況 
 

該当事項はありません。 

(2) 当決議期間における自己株式の取得等の状況 
 

該当事項はありません。 

 

[資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の

状況] 

(1) 前決議期間における自己株式の買受け等の状況 
 

該当事項はありません。 

(2) 当決議期間における自己株式の買受け等の状況 
 

該当事項はありません。 

 

３ 配当政策 

当社は設立以来、将来の事業活動の充実のために、利益は内部留保に向けて参りましたが、株主へ

の利益還元についても重要な経営課題であるとの認識から第22期におきましては1株につき5円の配当

を実施いたしました。今後も積極的な事業展開に備えた資金確保を優先していく方針ではありますが、

経営成績及び財政状態を勘案しつつ、配当を行なっていく所存であります。 

 

４ 株価の推移 

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので、該当事項はありません。 
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５ 役員の状況 

 

役名及び職名 
氏名 

(生年月日) 
略歴 所有株式数

  千株

代表取締役社長 
野 沢 八 千 万 
（昭和22年11月29日） 

昭和51年11月 ノザワ創業 

昭和56年12月 株式会社ノザワハッピーフーズ事業本

部設立 代表取締役社長就任 

昭和58年 7月 ノザワハッピーフーズ株式会社に社名

変更 代表取締役社長 

平成 8年11月 株式会社フライングガーデンに社名変

更代表取締役社長（現任） 

329

取締役 
（社長室長兼内部

監査室長） 

田 上  裕 治 
（昭和32年9月5日） 

昭和54年 4月 ロイヤル株式会社入社 

昭和63年 6月 株式会社秀穂入社 

平成 5年 9月 当社入社 社長室長 

平成13年 6月 当社取締役社長室長 

平成14年 4月 当社取締役営業部長 

平成15年 7月 当社取締役社長室長（現任） 

平成15年11月 当社取締役内部監査室長（現任） 

7

取締役 
（管理部長） 

坂 本  明 好 
（昭和24年6月24日） 

 

昭和45年 4月 アトム化学塗料株式会社（現アトミク

ス株式会社）入社 

平成 2年 4月 経理部長 

平成 6年 4月 経営企画部長 

平成12年 2月 当社入社 管理部長 

平成13年 6月 当社取締役管理部長（現任） 

5

取締役 
（店舗開発部長） 

三 本 木  勝 
（昭和29年12月20日） 

昭和52年 4月 横浜丸魚株式会社入社 

昭和60年 2月 株式会社ステーキ宮入社 

平成10年 2月 当社入社 立地開発室長 

平成13年 9月 当社立地開発部長 

平成14年 6月 当社取締役店舗開発部長（現任） 

2

取締役 
関 根  則 次 

（昭和31年1月20日） 

昭和57年10月 クーパース&ライブランド会計事務所

入社（現中央青山監査法人） 

昭和62年 8月 公認会計士登録 

昭和63年 4月 関根公認会計士事務所所長就任 

       （現任） 

平成12年 6月 当社取締役（現任） 

1

常勤監査役 
荒 井  真 澄 

（昭和16年2月5日） 

昭和40年 3月 栃木県中小企業団体中央会入会 

平成 9年12月 加治金属株式会社入社 

平成13年 4月 株式会社農住センター入社  

平成14年 6月 当社入社 常勤監査役（現任） 

―

監査役 
内 野  直 忠 

（昭和14年6月3日） 

昭和43年 3月 公認会計士登録 

昭和49年 9月 公認会計士内野直忠事務所所長就任 

       （現任） 

平成 8年 5月 当社監査役就任（現任） 

2

計 347
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第５ 経理の状況 

１ 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づき、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づ

いて作成しております。 

なお、第21期事業年度（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）は改正前の財務諸表等規則に基

づき、第22期事業年度（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの第21

期事業年度及び平成14年4月1日から平成15年3月31日までの第22期事業年度並びに平成15年4月1日から

平成15年9月30日までの第23期事業年度の中間会計期間の財務諸表及び中間財務諸表について、中央青

山監査法人より監査並びに中間監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表並びに中間連結財務諸表について 

  当社には子会社はありませんので、連結財務諸表並びに中間連結財務諸表は作成しておりません。 
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財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
(単位：千円) 

第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

科目 

金額 構成比 金額 構成比

 ％  ％

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※1 496,779  843,001

２ 売掛金  3,396  4,301

３ 原材料  15,002  16,924

４ 前渡金  ―  395

５ 前払費用  45,301  56,123

６ 繰延税金資産  13,344  28,690

７ その他  1,985  764

  貸倒引当金  △143  ―

流動資産合計  575,665 21.0  950,201 29.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※1 1,267,483 1,442,936 

減価償却累計額  390,272 877,211 471,044 971,892

(2) 構築物  259,675 291,919 

減価償却累計額  79,391 180,283 106,263 185,655

(3) 機械及び装置  7,397 7,397 

減価償却累計額  7,027 369 7,027 369

(4) 車両運搬具  6,545 6,545 

減価償却累計額  1,217 5,327 2,917 3,627

(5) 器具備品  111,507 126,750 

減価償却累計額  72,574 38,932 84,349 42,400

(6) 土地 ※1 256,252  233,210

(7) 建設仮勘定  7,410  11,544

有形固定資産合計  1,365,786 49.9  1,448,701 44.9

２ 無形固定資産   

(1) 借地権  50,052  51,374

(2) 商標権  26,750  23,750

(3) ソフトウェア  ―  14,776

(4) 電話加入権  4,447  4,447

(5) その他  ―  1,827

無形固定資産合計  81,250 3.0  96,176 3.0
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(単位：千円) 

第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

科目 

金額 構成比 金額 構成比

  ％  ％

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  50,781  46,711

(2) 差入保証金  520,710  507,188

(3) 長期前払費用  35,334  52,868

(4) 繰延税金資産  51,328  54,671

(5) 保険積立金  32,800  59,457

(6) その他  21,225  10,829

   貸倒引当金  ―  △143

投資その他の資産合計  712,180 26.0  731,583 22.7

固定資産合計  2,159,218 79.0  2,276,461 70.6

資産合計  2,734,884 100.0  3,226,663 100.0
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(単位：千円) 

第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

科目 

金額 構成比 金額 構成比

 ％  ％

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  138,509  141,166

２ 短期借入金 ※１ 110,000  210,000

３ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※１ 296,724  346,824

４ 未払金  2,916  8,836

５ 未払費用  150,121  159,495

６ 未払法人税等  10,603  134,696

７ 未払消費税等  4,313  49,686

８ 賞与引当金  40,000  50,000

９ その他  6,581  7,262

流動負債合計  759,770 27.8  1,107,968 34.4

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※１ 1,064,066  1,015,742

２ 退職給付引当金  24,107  30,283

３ 役員退職慰労引当金  93,700  97,000

４ その他  2,485  23,105

固定負債合計  1,184,358 43.3  1,166,131 36.1

負債合計  1,944,129 71.1  2,274,099 70.5

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 ※２ 217,250 7.9  ― ―

Ⅱ 資本準備金  77,250 2.8  ― ―

Ⅲ その他の剰余金   

１ 当期未処分利益  487,240  ―

その他の剰余金合計  487,240 17.8  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３ 9,014 0.3  ― ―

資本合計  790,754 28.9  ― ―

   

Ⅰ 資本金 ※２ ― ―  236,500 7.3

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  ― 96,500 

   資本剰余金合計  ― ―  96,500 3.0

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処分利益  ― 618,109 

利益剰余金合計  ― ―  618,109 19.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３ ― ―  1,453 0.0

   資本合計  ― ―  952,563 29.5

   負債及び資本合計  2,734,884 100.0  3,226,663 100.0
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中間貸借対照表 

(単位：千円) 

第23期中間会計期間末 
平成15年9月30日現在 

科目 

金額 構成比 

  ％ 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※2 862,329   

２ 売掛金  4,383   

３ 原材料  21,119   

４ その他  116,444   

流動資産合計  1,004,276 28.1 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物  1,111,501   

(2) 構築物  205,269   

(3) 土地  233,210   

(4) その他  126,427   

有形固定資産合計  1,676,409  47.0 

２ 無形固定資産  99,996  2.8 

３ 投資その他の資産    

(1) 差入保証金  574,722   

(2) その他  215,227   

貸倒引当金  △143   

投資その他の資産合計  789,806  22.1 

固定資産合計  2,566,211 71.9 

資産合計  3,570,487 100.0 
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(単位：千円) 

第23期中間会計期間末 
平成15年9月30日現在 

科目 

金額 構成比 

   ％ 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  149,800   

２ 短期借入金 ※2 210,000   

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※2 385,824   

４ 未払費用  203,426   

５ 賞与引当金  45,000   

６ その他 ※3 136,214   

流動負債合計  1,130,264 31.7 

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※2 1,262,230   

２ 退職給付引当金  30,152   

３ 役員退職慰労引当金  100,000   

４ その他  21,660   

固定負債合計  1,414,043 39.6 

負債合計  2,544,308 71.3 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  236,500 6.6 

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  96,500   

資本剰余金合計  96,500 2.7 

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間未処分利益  692,657   

利益剰余金合計  692,657 19.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  522 0.0 

資本合計  1,026,179 28.7 

負債及び資本合計  3,570,487 100.0 
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② 損益計算書 

(単位：千円) 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比

  ％  ％

Ⅰ 売上高  4,003,758 100.0  4,956,267 100.0

Ⅱ 売上原価   

 １ 原材料期首棚卸高  14,963 15,002 

 ２ 原材料仕入高  1,216,782 1,514,573 

合計  1,231,746 1,529,575 

 ３ 原材料期末棚卸高  15,002 1,216,744 30.4 16,924 1,512,650 30.5

売上総利益  2,787,014 69.6  3,443,616 69.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 広告宣伝費  18,034 14,111 

２ 販売促進費  98,723 134,432 

３ 消耗品費  289,367 241,280 

４ 貸倒引当金繰入額  143 ― 

５ 役員報酬  69,620 70,050 

６ 給料・賞与  508,231 591,125 

７ 賞与引当金繰入額  40,000 50,000 

８ 雑給与  614,984 743,617 

９ 
役員退職慰労 
引当金繰入額 

 5,100 5,500 

10 退職給付費用  4,203 7,735 

11 法定福利費  74,391 85,934 

12 厚生費  34,740 39,699 

13 教育採用費  41,189 30,423 

14 地代家賃  312,419 385,853 

15 支払リース料  92,442 121,130 

16 修繕費  26,748 30,875 

17 水道光熱費  212,875 247,568 

18 支払手数料  38,899 54,129 

19 減価償却費  117,401 154,440 

20 その他  136,943 2,736,461 68.3 165,660 3,173,571 64.0

営業利益  50,551 1.3  270,045 5.4

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  559 124 

２ 受取配当金  180 36 

３ 受取保証金  ― 6,190 

４ 雑収入  5,327 6,067 0.2 1,678 8,030 0.2
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(単位：千円) 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比

  ％  ％

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  33,706 38,506 

２ 金利キャップ評価損  ― 3,601 

３ 雑損失  2,010 35,716 0.9 4,484 46,592 0.9

経常利益  20,903 0.5  231,483 4.7

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※1 219 371 

  ２ 保険差益  ― 27,525 

  ３ 株式受贈益  ― 219 0.0 4,031 31,928 0.6

税引前当期純利益  21,123 0.5  263,411 5.3

法人税、住民税及び事業税  20,651 145,296 

法人税等調整額  △4,165 16,485 0.4 △16,003 129,293 2.6

当期純利益  4,637 0.1  134,118 2.7

前期繰越利益  482,603  483,991

当期未処分利益  487,240  618,109
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中間損益計算書 

(単位：千円) 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月1日 
至 平成15年9月30日 科目 

金額 百分比 

  ％ 

Ⅰ 売上高  2,844,518 100.0 

Ⅱ 売上原価  846,018 29.7 

   売上総利益  1,998,500 70.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4 1,804,681 63.4 

   営業利益  193,819 6.8 

Ⅳ 営業外収益 ※1 5,591 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※2,4 21,008 0.7 

   経常利益  178,402 6.3 

Ⅵ 特別利益  ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※3 38,480 1.4 

   税引前中間純利益  139,922 4.9 

   法人税、住民税及び事業税  85,041   

   法人税等調整額  △23,090 61,951 2.2 

   中間純利益  
77,971 

2.7 

   前期繰越利益  614,686  

   中間未処分利益  692,657  
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③ キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 科目 

金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 21,123 263,411 

減価償却費 117,401 154,440 

賞与引当金の増加額 7,500 10,000 

退職給付引当金の増加額 309 6,176 

役員退職慰労引当金の増加額 5,100 3,300 

受取利息及び受取配当金 △739 △160 

支払利息 33,706 38,506 

固定資産売却損益 △219 △371 

保険差益 ― △27,525 

株式受贈益 ― △4,031 

売上債権の増加額 △173 △905 

たな卸資産の増加額 △38 △1,922 

前払費用の増加額 △16,096 △10,797 

仕入債務の増加額 24,282 2,656 

未払費用の増加額 17,476 9,374 

未払消費税等の増減額 △27,434 45,373 

預り保証金等の増加額 ― 22,190 

その他 2,961 1,625 

  小計 185,158 511,341 

利息及び配当金の受取額 739 160 

利息の支払額 △36,243 △38,530 

法人税等の支払額 △55,032 △21,203 

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,622 451,767 

Ⅱ 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 △385,900 △459,500 

定期預金の払戻による収入 504,400 378,000 

有形固定資産の取得による支出 △504,908 △249,632 

有形固定資産の売却等による収入 2,478 56,404 

無形固定資産の取得による支出 △9,590 △37,234 

投資有価証券の取得による支出 △29,760 △2,143 

差入保証金の増加による支出 △76,030 △36,939 

差入保証金の減少による収入 38,246 50,461 

その他 △57,560 △23,488 

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,625 △324,073 
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                                             (単位：千円) 

第21期 
自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

科目 

金額 金額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加額 60,000 100,000 

長期借入れによる収入 610,200 337,400 

長期借入金の返済による支出 △230,384 △335,624 

社債の償還による支出 △150,000 ― 

株式の発行による収入 119,700 38,500 

配当金の支払額 ― △3,248 

財務活動によるキャッシュ・フロー 409,516 137,027 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △14,487 264,721 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 168,266 153,779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 153,779 418,501 
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中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 科目 

金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税引前中間純利益 139,922 

 減価償却費 82,511 

 賞与引当金の減少額 △5,000 

 退職給付引当金の減少額 △130 

 役員退職慰労引当金の増加額 3,000 

 受取利息及び受取配当金 △429 

 支払利息 19,238 

投資有価証券評価損 38,060 

 売上債権の増加額 △82 

 たな卸資産の増加額 △4,194 

 前払費用の増加額 △5,583 

 仕入債務の増加額 8,633 

   未払費用の増加額 43,930 

   未払消費税等の減少額 △23,024 

   その他 16,146 

小計 312,998 

 利息及び配当金の受取額 429 

 利息の支払額 △19,559 

 法人税等の支払額 △134,738 

営業活動によるキャッシュ・フロー 159,130 

Ⅱ 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 △195,000 

 定期預金の払戻による収入 216,000 

 有形固定資産の取得による支出 △318,743 

 無形固定資産の取得による支出 △8,321 

 投資有価証券の取得による支出 △1,200 

 差入保証金の増加による支出 △82,570 

 差入保証金の減少による収入 21,715 

 その他 △32,748 

投資活動によるキャッシュ・フロー △400,867 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入れによる収入 457,400 

 長期借入金の返済による支出 △171,912 

配当金の支払額 △3,423 

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,064 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 40,327 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 418,501 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

458,828 
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④ 利益処分計算書 

(単位：千円) 

株主総会承認年月日 
第21期 

（平成14年6月29日） 
第22期 

（平成15年6月24日） 

科目 金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益  487,240  618,109

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  3,248 3,248 3,423 3,423

Ⅲ 次期繰越利益  483,991  614,686
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重要な会計方針 

 

項目 

第21期 
自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 時価のあるもの 

 期末日の市場価格に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

同     左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 
― 時価法によっております。 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

原材料 

 最終仕入原価法によっております。
同     左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

建物（建物付属設備を除く） 

 平成10年3月31日以前取得 定率法 

 平成10年4月 1日以降取得 定額法 

その他の有形固定資産   定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物       15～20年 

 機械及び装置      6年 

（2）無形固定資産   定額法 

 

 

 

 

（3）長期前払費用   定額法 

なお、償却期間については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

（1）有形固定資産 

 

 

 

 

同     左 

  

  

 

（2）無形固定資産   同左 

なお、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。 

（3）長期前払費用    

 

同     左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。 

新株発行費 

 

同     左 
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項目 

第21期 
自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

６ 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、貸倒懸念債権等の特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

（3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務（従業員の

自己都合による期末要支給額）に基づ

き計上しております。 

（4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

めに、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

（1）貸倒引当金 

 

 

同     左 

 

 

（2）賞与引当金 

 

同     左 

 

（3）退職給付引当金 

 

同     左 

 

 

（4）役員退職慰労引当金 

 

同     左 

７ 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 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか負わない、

取得日から3ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同     左 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

（1）消費税及び地方消費税の会計処

理方法 

 税抜方式によっております。 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

（1）消費税及び地方消費税の会計処

理方法 

同     左 

（2）自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準 

 「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

1号）が平成14年4月1日以降に適用さ

れることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準によっておりま

す。これによる当事業年度の損益に与

える影響はありません。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の

資本の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 
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項目 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

― 

 （3）1株当たり情報 

  「1株当たり当期純利益に関する会

計基準」（企業会計基準第2号）及び

「1株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第4号）が平成14年4月1日以降

開始する事業年度に係る財務諸表か

ら適用されることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び

適用指針によっております。なお、

これによる影響については、「1株当

たり情報に関する注記」に記載して

おります。 
 
 

表示方法の変更 

 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

（貸借対照表関係） 

 前期まで投資その他の資産の「その他」に含めていた

「保険積立金」が資産の総額の100分の1を超えたため、

当期より区分掲記しております。 

 なお、前期まで投資その他の資産の「その他」に含め

ていた「保険積立金」は2,973千円であります。 

 

― 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

※1 担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金）  100,000千円 

    建         物  203,522千円 

    土          地  237,552千円 

合          計  541,074千円 

 

   担保資産に対応する債務 

     短 期 借 入 金     90,000千円 

1年以内返済の長期借入金    203,964千円 

      長 期 借 入 金  669,546千円 

      合          計  963,510千円 

※1 担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金）  100,000千円 

    建         物  309,373千円 

    土          地  214,510千円 

合          計  623,884千円 

 

   担保資産に対応する債務 

         短 期 借 入 金     40,000千円 

1年以内返済の長期借入金    206,664千円 

      長 期 借 入 金  525,482千円 

      合          計  772,146千円 

※2 会社が発行する株式及び発行済株式総数 

      会社が発行する株式    2,598,800株 

      発 行 済 株 式 総 数     649,700株 

 

※2 会社が発行する株式及び発行済株式総数 

      会社が発行する株式  普通株式2,598,800株

      発 行 済 株 式 総 数  普通株式  684,700株
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第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

※3 配当制限 

  商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は、9,014千円で

あります。 

※3 配当制限 

  商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は、1,453千円で

あります。 

 

(損益計算書関係) 

 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

※1 固定資産売却益の内訳 

    車 両 運 搬 具      219千円  

 

※1 固定資産売却益の内訳 

    土       地      371千円  

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成14年3月31日現在）

 現金及び預金勘定          496,779千円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △343,000千円

 現金及び現金同等物         153,779千円

 

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15年3月31日現在）

 現金及び預金勘定          843,001千円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △424,500千円

 現金及び現金同等物         418,501千円
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(リース取引関係) 

 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

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 

 

取得価額

相 当 額 

千円 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

  千円 

期末残高

相 当 額

千円

機械及び

装 置 

 

293,562 

 

118,953 174,608

車両運搬具 6,863 3,621 3,241

器具備品 152,372 39,668 112,704

ソフト  

ウェア  
61,141 11,931 49,209

合 計 513,939 174,175 339,764
 

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・リース取引に係る注記 

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 

 

取得価額

相 当 額

千円

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

  千円 

期末残高

相 当 額

千円

機械及び

装 置 328,893

 

154,674 174,218

車両運搬具 6,863 4,761 2,102

器具備品 155,724 65,466 90,258

ソフト  

ウェア  
81,481 27,888 53,592

合 計 572,962 252,791 320,171
 

2. 未経過リース料期末残高相当額 

  １ 年 内       92,073千円 

  １ 年 超     263,284千円   

  合   計     355,358千円 

 

2. 未経過リース料期末残高相当額 

  １ 年 内        100,359千円 

  １ 年 超       228,769千円   

  合   計        329,128千円 

 

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  84,791千円 

   減価償却費相当額  82,232千円 

     支払利息相当額    9,325千円 

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       113,799千円 

   減価償却費相当額       105,747千円 

     支払利息相当額       9,969千円 

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。 

 

5. 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

 

4. 減価償却費相当額の算定方法 

同     左 

 

 

5. 利息相当額の算定方法 

同     左 
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(有価証券関係) 

第21期（平成14年3月31日現在） 

1．その他有価証券で時価のあるもの 

 
種類 

取得原価  

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 37,516 48,865 11,349
貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 小計 37,516 48,865 11,349

（1）株式 2,000 1,915 △84
貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 小計 2,000 1,915 △84

合計 39,517 50,781 11,264

 

第22期（平成15年3月31日現在） 

 1．その他有価証券で時価のあるもの 

 
種類 

取得原価  

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

（1）株式 38,710 41,056 2,345
貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 小計 38,710 41,056 2,345

（1）株式 6,982 5,654 △1,327
貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 小計 6,982 5,654 △1,327

合計 45,692 46,711 1,018
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(デリバティブ取引関係) 

第21期(平成13年4月1日～平成14年3月31日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

第22期(平成14年4月1日～平成15年3月31日) 

 1 取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

   当社が利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取引であります。 

 （2）取引に対する取組方針及び利用目的 

   当社は、将来の金利上昇が支払利息に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で金利キャップ取

引を行っております。なお当社は、デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針であり、

投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。 

 （3）取引に係るリスクの内容 

   当社が利用しているデリバティブ取引は市場金利変動等の市場リスクを有しておりません。また、

当社の契約先は信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほと

んどないと認識しております。 

 （4）取引に係るリスク管理体制 

   当社は、デリバティブ取引の実行及び管理は、財務課が行っております。各デリバティブ取引は

取締役会で承認された取引内容、限度額等に基づいて行われ、取引結果は経理課で取りまとめの

上、取締役会に報告されております。 

 （5）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

   取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的

な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクを示すも

のではありません。 

 2 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

第22期（平成15年3月31日現在） 

区分 種類 契約額等 

（千円） 

契約額等の 

うち1年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

市場取引以

外の取引 

金利キャップ取引 

150,000

（3,997）

150,000 395 

 

△3,601

合計 150,000 150,000 395 △3,601

（注）１ 時価の算定方法 

     取引先金融機関等からの提示された価格等に基づき算定しております。 

 ２ （ ）内の金額は同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。  
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(退職給付関係) 

第21期(平成13年4月1日～平成14年3月31日) 

1. 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

  

2. 退職給付債務に関する事項（平成14年3月31日現在） 

    退職給付債務        △24,107千円 

    未積立退職給付債務     △24,107千円 

    退職給付引当金       △24,107千円 

     （注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

3. 退職給付費用の内訳 

    勤務費用     4,203千円 

    退職給付費用   4,203千円 

     （注）簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤務費用」として記載しております。 

 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。 

 

第22期(平成14年4月1日～平成15年3月31日) 

1. 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

   

2. 退職給付債務に関する事項（平成15年3月31日現在） 

    退職給付債務        △30,283千円 

    未積立退職給付債務     △30,283千円 

    退職給付引当金       △30,283千円 

     （注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

   

3. 退職給付費用の内訳 

    勤務費用     7,735千円 

    退職給付費用   7,735千円 

     （注）簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤務費用」として記載しております。 

 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。 
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(税効果会計関係) 

 

第21期 
（平成14年3月31日現在） 

第22期 
（平成15年3月31日現在） 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

  繰延税金資産 

   賞与引当金繰入限度超過額   12,565千円 

   未払事業税否認           778千円  

   一括減価償却資産損金算入限度超過額 

                                     6,177千円 

退職給付引当金繰入限度超過額  8,164千円 

   役員退職慰労引当金否認  

39,110千円 

   ソフトウェア            126千円 

   投資有価証券評価損        2,451千円  

   評価性引当額             △2,451千円  

   繰延税金資産合計       66,923千円  

 

  繰延税金負債          

   その他有価証券評価差額     △2,250千円  

   繰延税金負債合計        △2,250千円  

  繰延税金資産の純額        64,673千円  

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率              41.74％

（調整） 

住民税均等割等             18.86％

投資有価証券評価損税効果未認識     11.61％

交際費等永久に損金に算入されない項目    4.65％

留保金課税                0.41％

その他                  0.78％

税効果会計適用後の法人税等の負担率   78.05％

 

 

 

 

― 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  繰延税金資産 

   賞与引当金繰入限度超過額   18,073千円 

   未払事業税否認          10,558千円  

   一括減価償却資産損金算入限度超過額 

         3,964千円 

退職給付引当金繰入限度超過額 10,959千円 

   役員退職慰労引当金否認  

                  39,226千円 

   その他               579千円 

   投資有価証券評価損        2,451千円  

   評価性引当額             △2,451千円  

繰延税金資産合計       83,361千円  

 

  繰延税金負債             ―    

  繰延税金資産の純額        83,361千円  

 

 

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率              41.74％ 

（調整） 

留保金課税                4.47％ 

住民税均等割等              1.87％ 

税率変更に伴う影響             0.67％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目    0.45％ 

その他                 △0.12％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   49.08％ 

 

3. 地方税法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

期の繰延税金資産の計算（ただし、平成16年4月以降

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、前事業年度の41.7％から40.4％に変更されま

した。その結果繰延税金資産の金額が1,757千円減少

し、当期純利益が1,743千円、その他有価証券評価差

額金が13千円減少しております。 

 

 

(持分法損益等) 

第21期(平成13年4月1日～平成14年3月31日) 

  該当事項はありません。 

 

 第22期(平成14年4月1日～平成15年3月31日) 

  該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

第21期(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) 

 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
（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 
野沢 
八千万 

― ― 
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接50.7

― ―

当社借入の債務
被保証 
当社店舗賃借の
被保証 

（※1）1,314,790 
 
（※2）  45,713 

― ― 

役員 
古賀 
廣成 

― ― 当社取締役
(被所有)
直接0.5 

― ― 税理士報酬支払 （※3）  3,350 
支払
手数
料 

― 

 （注）１ 上記の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 

      （※1）当社の株式会社足利銀行、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行からの借入に対し

て保証を受けているもので、保証料は支払っておりません。取引金額には借入金期

末残高（平成14年3月31日）を記載しております。 

      （※2）当社の店舗賃借に対して保証を受けているもので、保証料は支払っておりません。 

      （※3）税理士報酬につきましては、税理士会の定める税理士の業務に関する報酬規定を参

考に両者合意の価格で決定しております。なお、古賀廣成は、平成14年6月29日付で

当社取締役を退任しております。 

 

３ 子会社等 

  該当事項はありません。 

４ 兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

 

第22期(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) 

 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  該当事項はありません。 

２ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
（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 
野沢 
八千万 

― ― 
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接48.1

― ― 

当社借入の債務
被保証 
当社店舗賃借の
被保証 

（※1）1,174,146
 
（※2）  46,630

― ― 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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    ２ 取引条件及び取引条件の決定方針 

（※1）当社の株式会社足利銀行、株式会社群馬銀行、株式会社常陽銀行からの借入に対し

て保証を受けているもので保証料は支払っておりません。取引金額には借入金期末残

高（平成15年3月31日）を記載しております。 

（※2）当社の店舗賃借に対して保証を受けているもので、保証料は支払っておりません。 

 

３ 子会社等 

   該当事項はありません。 

 

４ 兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

１株当たり純資産額 1,217円10銭 1,391円21銭 

１株当たり当期純利益 14円20銭 198円94銭 

 なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益については、新株引受権

の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、店頭登録もしていない

ため期中平均株価が把握できません

ので、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益については、新株予約権付社

債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

 当事業年度から「1株当たり当期純

利益に関する会計基準」（企業会計基

準第2号）及び「1株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第4号）を適用して

おります。 

 なお、これによる影響はありませ

ん。 

 

（注） 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 第21期 
自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

当期純利益（千円） ― 134,118

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） ― 134,118

普通株式の期中平均株式数（株） ― 674,152
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(重要な後発事象) 

 
第21期 

自 平成13年4月 1日 
至 平成14年3月31日 

第22期 
自 平成14年4月 1日 
至 平成15年3月31日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

その他有価証券 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を採用しております。 

(2) デリバティブ 

時価法によっております。 

 (3) たな卸資産 

原材料 

   最終仕入原価法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

建物（建物付属設備を除く） 

   平成10年3月31日以前取得 定率法 

   平成10年4月 1日以降取得 定額法 

その他の有形固定資産   定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物       15～20年 

   機械及び装置      6年 

 （2）無形固定資産 

  定額法 

なお、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。 

 （3）長期前払費用 

定額法 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

３ 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

権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており

ます。 
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第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務（従業員の自己都合

による中間期末要支給額）に基づき計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるために、内規に基づく中間期末要支給額を計上してお

ります。 

４ 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 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間キャッシュ・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。 

６ その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（1）消費税及び地方消費税の会計処理方法 

税抜方式によっております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

第23期中間会計期間末 
平成15年9月30日現在 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

                        747,883千円 

 

※2 担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金）         100,000千円 

      建 物                     338,294千円 

    土  地                    214,510千円  

    合  計                 652,805千円 

 

  担保資産に対応する債務 

    短期借入金                  40,000千円 

    1年以内返済の長期借入金           206,614千円 

    長期借入金                563,500千円  

    合   計                810,114千円 

 

※3 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ金額的に重要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 
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(中間損益計算書関係) 

 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

※1 営業外収益の主要科目 

    受取利息                    64千円 

 

 

※2 営業外費用の主要科目 

    支払利息                   19,238千円 

 

 

※3 特別損失の主要科目        

      投資有価証券評価損            38,060千円 

 

※4 減価償却実施額 

    有形固定資産               76,281千円 

    無形固定資産                4,861千円 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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9月30日現在） 

 現金及び預金勘定                862,329千円 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △403,500千円  

 現金及び現金同等物               458,828千円 
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(リース取引関係) 

 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に

係る注記 

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中間期末残高相当額 

 

 
取得価額 

相当額 

千円 

減価償却 

累計額 

相当額 

千円 

中 間 

期末残高 

相当額 

千円 

機械及び装置 347,481 158,952 188,529

車両運搬具 6,863 5,221 1,642

器具備品 169,564 82,039 87,525

ソフトウェア 91,762 37,073 54,689

 合計 615,672 283,286 332,385

 
 

2. 未経過リース料中間期末残高相当額 

  １ 年 内                107,485千円 

  １ 年 超                234,121千円   

  合   計                341,607千円 

 

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              58,697千円 

  減価償却費相当額              54,844千円 

  支払利息相当額              4,371千円 

 

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。 

 

5. 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については利息法によっております。 
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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

(単位：千円) 

区分 
第23期中間会計期間末 
平成15年9月30日現在 

その他有価証券 取得原価 
中間貸借 

対照表計上額 
差額 

株式 8,833 9,709 876 

計 8,833 9,709 876 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

該当事項はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

第23期中間会計期間末(平成15年9月30日現在) 

取引の時価等に関する事項 

金利関連 

第23期中間会計期間末（平成15年9月30日現在） 

区分 種類 契約額等 

（千円） 

契約額等の 

うち1年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

市場取引以

外の取引 

金利キャップ取引 

150,000

（3,997）

150,000 1,282 887

合計 150,000 150,000 1,282 887

（注）1  時価の算定方法 

     取引先金融機関等からの提示された価格等に基づき算定しております。 

      2   （ ）内の金額は同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 
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(持分法損益等) 

第23期中間会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

１株当たり純資産額 1,498.72円

 

１株当たり中間純利益 113.87円

 
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がな

いため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項              目 
第23期中間会計期間 
自 平成15年4月 1日 
至 平成15年9月30日 

中間純利益（千円） 77,971 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間純利益（千円） 77,971 

普通株式の期中平均株式数（株） 684,700 

 

(重要な後発事象) 

 

該当事項はありません。 
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⑤ 附属明細表(平成15年3月31日現在) 

ａ 有価証券明細表 

投資有価証券 

その他有価証券 

銘柄 株式数     貸借対照表計上額 

 （株）    （千円） 

株式会社足利銀行 293,001 39,555 

株式会社群馬銀行 5,716 2,532 

株式会社アトム 1,155 1,501 

大同生命保険株式会社 14 3,122 

株式 

計 299,887 46,711 

 

ｂ 有形固定資産等明細表 

(単位：千円) 

減価償却累計額又は 
償却累計額 

資産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 当期償却額 

差引 
当期末残高 

摘要

建物 1,267,483 194,458 19,005 1,442,936 471,044 95,769 971,892 

構築物 259,675 35,745 3,501 291,919 106,263 29,289 185,655 

機械及び装置 7,397 ― ― 7,397 7,027 ― 369 

車両運搬具 6,545 ― ― 6,545 2,917 1,699 3,627 

器具備品 111,507 20,723 5,480 126,750 84,349 16,882 42,400 

土地 256,252 ― 23,041 233,210 ― ― 233,210 

建設仮勘定 7,410 287,953 283,819 11,544 ― ― 11,544 

有
形
固
定
資
産 

計 1,916,270 538,881 334,848 2,120,304 671,602 143,640 1,448,701 

― 

借地権 50,052 17,556 16,234 51,374 ― ― 51,374 

商標権 30,000 ― ― 30,000 6,250 3,000 23,750 

ソフトウェア ― 17,850 ― 17,850 3,073 3,073 14,776 

電話加入権 4,447 ― ― 4,447 ― ― 4,447 

その他 ― 1,827 ― 1,827 ― ― 1,827 

無
形
固
定
資
産 

計 84,499 37,234 16,234 105,499 9,323 6,073 96,176 

― 

長期前払費用 43,800 22,397 136 66,061 13,193 4,727 52,868 ― 

繰
延
資
産 

計 ― ― ― ― ― ― ― ― 
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(注)  重要な増加の主な内訳 

 建物の増加 

前橋公田町店      56,760千円 

     坂戸店         48,749千円 

     竜ヶ崎店        59,724千円 

構築物の増加 

     前橋公田町店      11,191千円 

     坂戸店         11,228千円 

     竜ヶ崎店         9,360千円 

 

ｃ 社債明細表 

  該当事項はありません。 

 

ｄ 借入金等明細表 

(単位：千円) 

区分 前期末残高 当期末残高 平均利率 返済期限 

 ％  

短期借入金 110,000 210,000
 

1.665 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 296,724 346,824 2.381 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

1,064,066 1,015,742 2.381 
平成16年4月1日～平

成22年5月25日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 1,470,790 1,572,566 ― ― 

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間における返済予定額は以下のと

おりであります。 

(単位：千円) 

区分 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 308,024 270,528 192,740 116,050
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ｅ 資本金等明細表 

(単位：千円) 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘要 

資本金 217,250 19,250 ― 236,500 (注) 

普通株式 
(649,700株)

217,250
(35,000株)

19,250
(―株)

―
(684,700株) 

236,500 
(注) 

 資本金のうち   
既発行株式 

計 
(649,700株)

217,250
(35,000株)

19,250
(―株)

―
(684,700株) 

236,500 
― 

（資本準備金） 
株式払込剰余金 

77,250 19,250 ― 96,500 (注) 
資本準備金及びその
他資本剰余金 計 

 
77,250 19,250 ― 96,500 ― 

（注） 資本金の増加、発行株式数の増加、資本準備金の増加は、次のとおりであります。 

有償第三者割当増資を平成14年7月20日に実施しております。 

  普通株式 35,000株 資本組入額 19,250千円 資本準備金 19,250千円 

 

ｆ 引当金明細表 

(単位：千円) 

当期減少額 
区分 前期末残高 当期増加額

目的使用 その他 

当期末残高 摘要 

貸倒引当金 143 ― ― ― 143 ― 

賞与引当金 40,000 50,000 40,000 ― 50,000 ― 

役員退職慰労引当金 93,700 5,500 2,200 ― 97,000 ― 
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(2) 主な資産及び負債の内容(平成15年3月31日現在) 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

(単位：千円) 

区分 金額 

現金 24,283

当座預金 20

普通預金 384,197

定期預金 434,500

預
金
の
種
類 

小計 818,718

合計 843,001

 

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 
(単位：千円) 

相手先 金額 

株式会社あしぎんディーシーカード 2,442

株式会社ジェーシービー 1,346

株式会社ジェフグルメカード 338

太田市 129

シティコープダイナースクラブジャパン株式会社 25

その他 19

計 4,301

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
(単位：千円) 

期首残高 
 

(Ａ) 

当期発生高 
 

(Ｂ) 

当期回収高 
 

(Ｃ) 

当期末残高 
 

(Ｄ) 

回収率 
 

(Ｃ) 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 
 

滞留期間 
 (Ａ)＋(Ｄ)
 ２ 
 (Ｂ) 
 365 

 

3,396 73,571 72,666 4,301 94.4％ 19.1日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 
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ｃ 原材料 

                                  (単位：千円) 

品目 金額 

肉類 3,475

ドリンク類 3,370

米穀類 1,008

青果類 559

その他 8,510

計 16,924

 

ｄ 差入保証金 

(単位：千円) 

区分 金額 

店舗 506,634

その他 554

計 507,188

 

② 負債の部 

ａ 買掛金 

(単位：千円) 

相手先 金額 

雄峯食品株式会社 45,127

伊藤忠フレッシュ株式会社 24,853

株式会社菱食 17,573

埼玉上島珈琲株式会社 8,165

株式会社ヤマタネ 7,370

その他 38,075

計 141,166

 

(3) その他 

該当事項はありません。 
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第６ 提出会社の株式事務の概要 

決算期 3月31日 定時株主総会 
毎営業年度末日の翌日から 
３ヵ月以内        

株主名簿閉鎖の期間  ― 基準日  3月31日 

中間配当基準日  9月30日 

株券の種類 1,000株券及び100株券 

１単元の株式数 100株 

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号   三菱信託銀行株式会社
証券代行部 

代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号    三菱信託銀行株式会社

取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

株式の名義書換え 

名義書換手数料 無料 新券交付手数料 無料 

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号   三菱信託銀行株式会社
証券代行部 

代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号    三菱信託銀行株式会社

取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

単元未満株式の買取り 

買取手数料 無料（注） 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) 単元未満株式の買取手数料は、当社株式が店頭登録を行なった日から「株式の売買の委託に係る手数料相 

当額として別途定める金額」に変更いたします。 
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第７ 提出会社の参考情報 

該当事項はありません。 
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第四部 株式公開情報 

第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況 

 

移動前所有者 移動後所有者 移動内容 
移動 

年月日 
氏名又は名称 住所 

提出会社 
との関係等 

氏名又は名称 住所 
提出会社

との関係等
移動株数

価格 
(単価) 

移動理由 摘要 

       株 円   

平成14年 
6月25日 

野沢 八千万 
群馬県桐生
市堤町1-24 
-30 

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役社長、大
株主上位10
名） 

桑原 ヒロ江
群馬県新田
郡笠懸町阿
左美882-3

― 200
220,000 
(1,100)

所有者の事情に
よる 

（注）3

平成14年 
6月25日 

野沢 八千万 
群馬県桐生
市堤町1-24 
-30 

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役社長、大
株主上位10
名） 

鈴木 利夫 

群馬県桐生
市 相 生 1-
377-13第10
メゾン越仙
201 

― 200
220,000 
(1,100)

所有者の事情に
よる 

（注）3

(注) １ 日本証券業協会(以下「協会」という。)の定める公正慣習規則第１号「店頭売買有価証券の登録等に関

する規則」(以下「規則」という。)第５条及び「登録前の第三者割当増資及び特別利害関係者等の株式

等の移動に関する細則」(以下「第三者割当増資等に関する細則」という。)第7条により、特別利害関

係者等(従業員持株会を除く。)が、登録申請日の直前決算期日の２年前の日の翌日(平成13年4月1日)か

ら登録日の前日までの間に登録申請会社(以下「当社」という。)の発行する株式、新株予約権、新株予

約権付社債又はその他新株の発行を請求できる権利の譲受け又は譲渡(当該新株予約権等の行使を含む。

以下「株式等の移動」という。)を行っている場合(規則第６条に規定する株式の公開に係る株式等の移

動及び証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で行った株式等の移動(協会が別に定める規則に規

定する気配公表銘柄に限る。)を除く。)、当該株式等の移動の内容が規則第４条第１項第３号(1)に規

定する「登録申請のための有価証券報告書」において記載されていないときには、その登録を認めない

こととされております。なお、当社は、規則第３条及び規則に関する細則第２条第１項第２号(6)によ

り、当該株式等の移動が行われている場合には、当該株式に関する資料を登録日から５年間保存するこ

ととしております。 

２ 特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。 

(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等に

より総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその

役員。 

(2) 当社の大株主上位10名。 

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員。 

(4) 証券会社(外国証券会社も含む。)及びその役員並びに証券会社の人的関係会社及び資本的関係会社。 

    ３ 移動価格は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式により算出した価格を参考として決定しておりま

す。 
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第２ 第三者割当等の概況 

１ 第三者割当等による株式等の発行の内容 

 

項目 株式 株式 

発行年月日 平成14年3月16日 平成14年7月20日 

種類 普通株式 普通株式 

発行数 66,500株 35,000株 

発行価格 1,800円 1,100円 

資本組入額 900円 550円 

発行価額の総額 119,700,000円 38,500,000円 

資本組入額の総額 59,850,000円 19,250,000円 

発行方法 第三者割当増資 第三者割当増資 

保有期間等に関する確約 ― 注3 

摘要   

(注) １ 協会の定める「規則」第5条により登録前の第三者割当増資等が適正に行われていない場合は、その登

録を認めないこととされております。また、協会の定める「第三者割当増資等に関する細則」第3条に

より登録前の第三者割当増資等について制限期間（登録申請日の直前決算期日の1年前の日の翌日から

登録日の前日までの間）が定められております。 

２ 当社の場合、登録申請日の直前決算期日が平成15年3月31日であるため、上記制限期間は平成14年4月 

1日から店頭登録日の前日までとなります。 

３ 協会の定める「第三者割当増資等に関する細則」第3条により、当社と取得者の間で本件株式について、

第三者割当増資等の日から登録日以降6ヶ月間を経過する日（その日が第三者割当増資等の日以後1年間

を経過していない場合には当該第三者割当増資等の日以後1年間を経過する日）まで、本件株式（当該

株式等の転換又は権利の行使により取得する株式（当該取得する株式が他の種類の株式へ転換する株式

の場合は、当該転換により取得する株式を含む。）及び本件株式の株式分割により発行される新株式を

含む。）の全部または一部を第三者に譲渡しない旨の確約をいたしております。 

    ４ 発行価格は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式により算出した価格を参考としております。 

 



ファイル名:140_0742705521603.doc 更新日時:2004/02/12 23:37 印刷日時:04/02/13 7:18 

― 79 ― 

２ 取得者の概況 

 

平成14年3月15日を払込期日とする第三者割当増資 

取得者の氏名又は名称等 

氏名又は名称等 住所 
職業及び 

事業の内容等

割当株数
価格 

(単価) 
取得者と提出 
会社との関係 

   株 円  
株式会社足利銀行 
取締役頭取 飯塚眞 
（資本金 147,429百万円） 

栃木県宇都宮市桜4
丁目1番25号 

銀行業 20,000
36,000,000 

(1,800) 
取引金融機関 
(大株主上位10名)

株式会社群馬銀行 
取締役頭取 吉田恭三 
（資本金 48,652百万円） 

群馬県前橋市元総社
町194番地 

銀行業 10,000
18,000,000 

(1,800) 
取引金融機関 
(大株主上位10名)

株式会社常陽銀行 
取締役頭取 澁谷勲 
（資本金 85,113百万円） 

茨城県水戸市南町2
丁目5番5号 

銀行業 6,000
10,800,000 

(1,800) 
取引金融機関 
(大株主上位10名)

株式会社東京三菱銀行 
頭取 三木繁光 
（資本金 1,146,500百万円） 

東京都千代田区丸の
内二丁目7番1号 

銀行業 5,500
9,900,000 
(1,800) 

取引金融機関 

東京海上火災保険株式会社 
取締役社長 石原邦夫 
（資本金 101,994百万円） 

東京都千代田区丸の
内一丁目二番一号 

損害保険業 5,000
9,000,000 

(1,800) 
取引損害保険会社

日本生命保険相互会社 
社長 宇野郁夫 

東京都千代田区有楽
町一丁目二番二号 

保険業 5,000
9,000,000
 (1,800) 

取引保険会社 

ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ1号投資事業組合
業務執行組合員ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ
株式会社 
代表取締役 高浦強平 
（資本金 3,000百万円） 

東京都千代田区有楽
町一丁目10番1号 

― 5,000
9,000,000 
(1,800) 

― 

ダイヤモンドキャピタル株式
会社 取締役社長 浜石満 
（資本金 750百万円） 

東京都千代田区神田
鍛冶町三丁目6番地3

投資業 5,000
9,000,000
 (1,800) 

― 

株式会社菱食 
代表取締役社長 廣田正 
（資本金 10,630百万円） 

東京都大田区平和島
六丁目1番1号 

食品卸売業 5,000
9,000,000 

(1,800) 
仕入先 

 

平成14年7月19日を払込期日とする第三者割当増資 

取得者の氏名又は名称等 

氏名又は名称等 住所 
職業及び 

事業の内容等

割当株数 
価格 

(単価) 
取得者と提出 
会社との関係 

   株 円  

田上 裕治 
群馬県桐生市菱町
2-3506-10 

会社役員 7,500
8,250,000

(1,100)

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 
（大株主上位10名） 

坂本 明好 
埼玉県さいたま市
中央区上落合3-10 

会社役員 5,000
5,500,000

(1,100)
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

三本木 勝 
栃木県河内郡河内
町下岡本3749-10 

会社役員 2,500
2,750,000
 (1,100)

特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

フライングガーデン従
業員持株会 （理事長 
田中孝吉） 

栃木県小山市本郷
町3-4-18 

従業員  
持株会 

20,000
22,000,000

(1,100)

特別利害関係者等 
（当社の従業員持株会）
（大株主上位10名） 

 

３ 取得者の株式等の移動状況 

 

該当事項はありません。 
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第３ 株主の状況 

 

氏名又は名称 住所 所有株式数

株式総数に
対する 

所有株式数
の割合 

摘要 

  株 ％  

野沢 八千万 群馬県桐生市堤町1-24-30 329,160 48.07
特別利害関係者等 
（当社の代表取締役） 
（大株主上位10名） 

有限会社アクティヴ 群馬県桐生市堤町1-24-30 84,000 12.27

特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 
（当社人的・資本的関係会
社) 

野沢 通子 群馬県桐生市堤町1-24-30 47,600 6.95

特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 
（当社の代表取締役の配偶
者） 

野沢 良史 群馬県桐生市堤町1-24-30 45,920 6.71

特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 
（当社の代表取締役の二親
等内の血族） 

野沢 卓史 群馬県桐生市堤町1-24-30 45,920 6.71

特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 
（当社の代表取締役の二親
等内の血族） 

株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 20,000 2.92
特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 

フライングガーデン従業
員持株会 

栃木県小山市本郷町3-4-18 20,000 2.92
特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 

株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194番地 10,000 1.46
特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 

田上 裕治 群馬県桐生市菱町2-3506-10 7,500 1.10
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 
（大株主上位10名） 

株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 6,000 0.88
特別利害関係者等 
（大株主上位10名） 

株式会社東京三菱銀行 
東京都千代田区丸の内二丁目7
番1号 

5,500 0.80
 
 

東京海上火災保険株式会
社 

東京都千代田区丸の内一丁目二
番一号 

5,000 0.73  

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町一丁目二
番二号 

5,000 0.73  

ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ1号投資事業
組合 業務執行組合員 
ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社 

東京都千代田区有楽町一丁目10
番1号 

5,000 0.73  

ダイヤモンドキャピタル
株式会社 

東京都千代田区神田鍛冶町三丁
目6番地3 

5,000 0.73  

株式会社菱食 
東京都大田区平和島六丁目1番1
号 

5,000 0.73  

坂本 明好 
埼玉県さいたま市中央区上落合
3-10 

 5,000 0.73
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

井上 恵次 東京都中野区野方5-9-5 4,800 0.70  

古賀 廣成 群馬県勢多郡新里村小林474-1 3,000 0.44  

桑原 敏男 群馬県桐生市梅田町4-198-1 3,000 0.44  

野沢 典男 茨城県笠間市稲田3513-1 3,000 0.44  

三本木 勝 
栃木県河内郡河内町下岡本
3749-10 

2,500 0.37
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 
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氏名又は名称 住所 所有株式数

株式総数に
対する 

所有株式数
の割合 

摘要 

  株 ％  

高木 信和 岐阜県可児市下恵戸5025-3 2,200 0.32  

桜井 基雄 栃木県宇都宮市下戸祭2-12-14 2,000 0.29  

内野 直忠 栃木県宇都宮市宝木町1-39-4 2,000 0.29
特別利害関係者等 
（当社の監査役） 

内野 浩子 栃木県宇都宮市宝木町1-39-4 1,000 0.15
特別利害関係者等 
（当社の監査役の配偶者）

内野 共樹 
東京都世田谷区桜3-8-15パール
世田谷409 

1,000 0.15
特別利害関係者等 
（当社の監査役の二親等内
の血族） 

榎戸 多賀子 茨城県下館市茂田1411 1,000 0.15  

田所 悦子 茨城県下館市灰塚67 1,000 0.15  

吉田 朋子 茨城県下館市稲野辺229 1,000 0.15  

関根 則次 栃木県宇都宮市上戸祭2936-20 1,000 0.15
特別利害関係者等 
（当社の取締役） 

関根 由美子 栃木県宇都宮市上戸祭2936-20 1,000 0.15
特別利害関係者等 
（当社の取締役の配偶者）

荒井 丈正 栃木県矢板市扇町2-3-6 1,000 0.15  

有限会社うな忠 
代表取締役 飯塚荘一 

群馬県桐生市新宿3-13-10 1,000 0.15  

高波 誠一郎 
東京都江戸川区西葛西2-22-38
コスモ西葛西109 

600 0.09  

井上 剛 
東京都中野区野方5-10-16コー
ラルコートＡ-2 

600 0.09  

鈴木 利夫 
群馬県桐生市相生町1-377-13第
10メゾン越仙201 

200 0.03  

桑原 ヒロ江 
群馬県桐生市笠懸町阿左美882-
3 

200 0.03  

計 ― 
 684,700

 
100.00

― 

(注) 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 
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