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連結注記表（平成30年３月期） 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

 (1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数 ３社 

   株式会社ナインブロック、フードランナー株式会社、株式会社Ａ＆Ｂ 

    

(2)主要な非連結子会社の名称等 

  該当事項はありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 (1)持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称 

   持分法適用の関連会社数 ３社 

   EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED、E&G FOODS CO.,LTD.、Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited 

    

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等 

  該当事項はありません。 

 

３．連結子会社及び持分法適用会社の事業年度等 

  連結子会社の決算日は、連結決算日に一致しております。持分法を適用している会社のうち決算日が連結決算日と 

異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。 

 

４．会計方針に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

1)有価証券の評価基準および評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの・・・・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部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） 

時価のないもの・・・・・・・・・主として移動平均法による原価法 

 

2)たな卸資産の評価基準および評価方法 

①商品、製品および原材料・・・・・主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下によ

る簿価切下げの方法） 

②貯蔵品・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

1)有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）および平成28年４月１日以降の新規取

得建物附属設備ならびに新規取得構築物については、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。 

建物及び構築物     ３年～40年 

機械装置及び運搬具   ５年～17年 

工具、器具及び備品   ２年～15年 

 

2)無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・定額法 

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産 

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取

決めがあるものは当該残価保証とし、それ以外のものは零としております。 
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(3)重要な引当金の計上基準 

1)貸倒引当金・・・・・・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見 

込額を計上しております。 

 

2)賞与引当金・・・・・・・・・・・従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当期連結会計年度負担 

額を計上しております。 

 

3)役員賞与引当金・・・・・・・・・役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計 

上しております。 

 

4)売上割戻引当金・・・・・・・・・当連結会計年度の売上高に対する将来の売上割戻に備えて、売上実績に割戻見 

積率を乗じた金額を計上しております。 

 

5)役員退職慰労引当金・・・・・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支 

給額を計上しております。 

 

(4)退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。 

 

(5)重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 

(6)のれんの償却方法及び償却期間 

     のれんは、その効果が発現すると見積られる期間で均等償却することとしております。 

 

(7)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 1)繰延資産の処理方法 

 株式交付費・・・・・・・・支出時に全額費用として処理しております。 

 

2)消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

  該当事項はございません。 

 

追加情報 

（退職給付債務の計算方法の変更） 

 当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで簡便法によっておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当

連結会計年度末より原則法に変更しております。この変更に伴い、当連結会計年度末における退職給付に係る負債が16,309

千円増加し、退職給付費用として売上原価に2,169千円、販売費及び一般管理費に14,140千円計上しております。 

 

連結貸借対照表に関する注記 

１．担保に供している資産 

担保に供している資産はありません。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,328,630千円 
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連結損益計算書に関する注記 

１． 減損損失 

   当連結会計年度において、減損損失を計上した主な資産は以下のとおりです。 

場所 用途 種類 金額 

関東地区（11店舗） 店舗設備 
建物及び構築物、 

工具、器具及び備品他 
212,161千円 

関西地区（1店舗） 店舗設備 
建物及び構築物、 

工具、器具及び備品他 
2,472千円 

北海道地区（2店舗） 店舗設備 
建物及び構築物、 

工具、器具及び備品他 
43,498千円 

 

 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の種類および総数に関する事項  

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 

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 

期末株式数 

普通株式 4,435,245株 4,436,045株 －株 8,871,290株 
 

（注）普通株式の発行済株式の増加4,436,045株は、株式分割（１：２）による4,435,245株、ストックオプション 

権利行使による増加800株であります。 

 

２．配当に関する事項 

⑴ 配当金支払額  

決 議 株式の種類 
配当金 

の総額 
配当原資 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 

平成29年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 33,261千円 利益剰余金 7.5円 

平成29年 

３月31日 

平成29年 

６月29日 

 

平成29年10月17日 

取締役会 
普通株式 33,261千円 利益剰余金 7.5円 

平成29年 

９月30日 

平成29年 

12月１日 

（注）平成30年１月１日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は、 

株式分割前の株式数を基準としております。 

 

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

決 議 予 定 株式の種類 
配当金 

の総額 
配当原資 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 

平成30年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 33,264千円 利益剰余金 3.75円 

平成30年 

３月31日 

平成30年 

６月27日 

 
（注）平成30年１月１日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、上記の１株当たり配当額 

   は、株式分割後の株式数を基準としております。 

 

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類

および数 

普通株式 79,800株 
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金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

⑴ 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また資金調達については主に銀行借入

にて調達しております。 

 

⑵ 金融商品の内容およびそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、その他有価証券に属する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

賃借物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金および未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。 

長期預り保証金はフランチャイズ加盟契約に基づき、加盟企業から預っている取引保証金等であります。 

借入金は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後４年以内で

あり、これらは金利変動リスクに晒されております。 

 

⑶ 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については、与信管理規程に従い、各事業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引

相手先毎に期日および残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。 

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 

長期借入金の金利変動リスクについては、分割弁済によりその影響を緩和するとともに、当社管理本部経営財

務部において管理しております。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

各部署からの報告に基づき当社管理本部経営財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

 

⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。  
 連結貸借対照表 

計上額（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1) 現金及び預金 845,667 845,667 － 

(2) 売掛金 5,621,821   

貸倒引当金（＊１) △7,189   

 5,614,631 5,614,631 － 

(3) 投資有価証券 9,830 9,830 － 

資産計 6,470,130 6,470,130 － 

(1) 買掛金 2,926,884 2,926,884 － 

(2) 短期借入金 1,415,000 1,415,000 － 

(3) 未払金 2,199,829 2,199,829 － 

(4) 未払法人税等 168,125 168,125 － 

(5) 長期借入金 668,341 668,679 338 

負債計 7,378,180 7,378,519 338   
（＊１）売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。 

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(3) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

負 債 

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、 (4) 未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(5) 長期借入金 

 これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。 

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  
 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式＊１ 23,956 

差入保証金＊２ 823,976 

長期預り保証金＊３ 743,460 
 

＊１ 非上場株式については市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められるため「(3)投資有価証

券」には含めておりません。 

＊２ 差入保証金は、市場価格がなく、実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的な

キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象から除外しており

ます。 

＊３ 長期預り保証金は、市場価格がなく、実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理

的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象から除外して

おります。 
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賃貸等不動産に関する注記 

当社では、大阪府において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用店舗（土地を含む。）を所有しております。平成

30年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は13,853千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費

用に計上）であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度における増減額および時価は、次のとおりであり

ます。  

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の 

時価 （千円） 当連結会計年度期首残高 増減額 当連結会計年度末残高 

500,203 △4,483 495,720 282,000  
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当期増減額のうち、主な増加額は不動産取得による増加（412千円）であり、主な減少額は減価償却費（4,895

千円）であります。 

３．当連結会計年度末の時価は｢不動産鑑定書｣に基づく金額であります。 

 

 

１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 541円98銭 

２．１株当たり当期純利益 24円27銭 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

親会社株主に帰属する当期純利益 215,287千円 

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 215,287千円 

期中平均株式数 8,869,819株 

（注）当社は、平成30年１月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

 

重要な後発事象に関する注記 

固定資産の取得（新工場の建設） 

当社は、平成30年５月22日開催の取締役会において、固定資産の取得（新工場の建設）について決議いたしました。 

   １．取得の理由 

当社は、『生産事業』を中心に、『食品事業』・『外食事業』のシナジーを最大限に発揮する【唯一無二のビジネスモデ

ルの会社】として成長してまいりました。 

この根幹となる製造工場の一つである関東工場（群馬県邑楽郡板倉町）は、平成24年10月の操業開始以降、増設・増

強を図り生産能力増強に取り組んでまいりましたが、この度、同工場の隣接地に新工場を建設することにより、当社主

力商品である「大阪王将 羽根つき餃子」ならびに「大阪王将 ぷるもち水餃子」等の需要増加に対応すべく生産設備の

増強を目的としております。 

また、ＡＩやロボット化を積極的に活用した省人化を推し進めるとともに既存工場以上の生産性を追求した効率性を

図りつつ、今後の発展に寄与する新技術を積極的に導入し、更なる高品質と安全性の追求、および低コスト運営の両立

を図ってまいります。  

  ２．取得資産の内容 

所 在 地  群馬県邑楽郡板倉町泉野二丁目 41番 13 他  

敷 地 面 積  20,334.74㎡  

投 資 総 額  約 35億円（土地・建物・設備）  

資 金 計 画  自己資金および借入金により充当見込（詳細は未定）  

生 産 品 目  「大阪王将 羽根つき餃子」「大阪王将 ぷるもち水餃子」を主とする製品全般  

生 産 能 力  約 740mt／月 ※操業時点の生産能力  

   ３．新工場設立の日程 

工 事 着 工  平成 30年 11月（予定） 

操 業 開 始  平成 31年 10月（予定） 
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個別注記表（平成30年３月期） 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準および評価方法 

1)有価証券の評価基準および評価方法 

①子会社株式および関連会社株式・・・・・・・移動平均法による原価法 

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） 

時価のないもの・・・・・・・・・移動平均法による原価法 

 

2)たな卸資産の評価基準および評価方法 

①商品、製品および原材料・・・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切

下げの方法） 

②貯蔵品・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下

げの方法） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

1)有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）および平成28年４月１日以降の新規取

得建物附属設備ならびに新規取得構築物については、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       ３年～40年 

機械及び装置     ５年～17年 

工具、器具及び備品  ２年～15年 

 

2)無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・・定額法 

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

 

3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産 

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取

決めがあるものは当該残価保証とし、それ以外のものは零としております。 

 

３．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 

４．引当金の計上基準 

1)貸倒引当金・・・・・・・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

 

2)賞与引当金・・・・・・・・・・・・従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上して

おります。 

 

3)役員賞与引当金・・・・・・・・・・役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

 

4)売上割戻引当金・・・・・・・・・・当事業年度の売上高に対する将来の売上割戻に備えて、売上実績に割戻見積率

を乗じた金額を計上しております。 

 

5)退職給付引当金・・・・・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。  
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6)役員退職慰労引当金・・・・・・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 1)繰延資産の処理方法 

株式交付費・・・・・・・・支出時に全額費用として処理しております。 

 

2)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

  該当事項はございません。 

 

追加情報 

（退職給付債務の計算方法の変更） 

 当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで簡便法によっておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当

事業年度末より原則法に変更しております。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付に係る負債が16,309千円増加

し、退職給付費用として売上原価に2,169千円、販売費及び一般管理費に14,140千円計上しております。 

 

貸借対照表に関する注記 

１．担保に供している資産 

担保に供している資産はありません。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,286,964千円 

 

３．関係会社に対する金銭債権および債務（区分表示したものを除く） 

 

 

損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 439,903千円 

営業取引以外の取引による取引高 4,908千円 

 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類および株式数に関する事項  

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

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 

期末株式数 

普通株式 358株 474株 －株 832株 
 

（注）自己株式の増加474株は、株式分割（１：２）による増加416株、単元未満株式の買取による58株の増加であります。  

短期金銭債権 161,542千円 

短期金銭債務 19,997千円 
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税効果会計に関する注記 

   繰延税金資産およ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 55,017千円 

退職給付引当金 39,814千円 

役員退職慰労引当金 118,668千円 

減損損失 80,235千円 

未払事業税 20,521千円 

減価償却超過額 22,346千円 

関係会社株式評価損 50,286千円 

貸倒引当金 67,457千円 

その他 33,579千円 

繰延税金資産小計 487,927千円 

評価性引当額 △122,010千円 

繰延税金資産合計 365,916千円  

  （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 1,337千円 

繰延税金負債合計 1,337千円 

繰延税金資産（負債）の純額 364,579千円 

 

 

関連当事者との取引に関する注記 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権等の所有

(被所有)割合（％） 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 期末残高（千円） 

子会社 株式会社Ａ＆Ｂ 

（所有） 

直接 100.00 

役員の兼任 

事業資金の貸付 

利息の受取 

資金の貸付 

資金の回収 

受取利息 

51,000 

2,502 

943 

関係会社長期貸付金 

未収入金 

258,556 

0 

関連会社 

Osaka Ohsho 

(Thailand) 

Company Limited 

（所有） 

直接 49.00 

役員の兼任 

ロイヤリティの収受 増資の引受 9,631 
－ － 

  （注） １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

  （注）２．資金の貸付に係る金利は、市場金利を勘案した合理的な利率によっております。  

 

１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 543円05銭 

２．１株当たり当期純利益 22円23銭 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

当期純利益 197,190千円 

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 197,190千円 

期中平均株式数 8,869,819株 

（注）当社は、平成30年１月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 
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重要な後発事象に関する注記 

固定資産の取得（新工場の建設） 

当社は、平成30年５月22日開催の取締役会において、固定資産の取得（新工場の建設）について決議いたしました。 

  １．取得の理由 

当社は、『生産事業』を中心に、『食品事業』・『外食事業』のシナジーを最大限に発揮する【唯一無二のビジネスモデ

ルの会社】として成長してまいりました。 

この根幹となる製造工場の一つである関東工場（群馬県邑楽郡板倉町）は、平成24年10月の操業開始以降、増設・増

強を図り生産能力増強に取り組んでまいりましたが、この度、同工場の隣接地に新工場を建設することにより、当社主

力商品である「大阪王将 羽根つき餃子」ならびに「大阪王将 ぷるもち水餃子」等の需要増加に対応すべく生産設備の

増強を目的としております。 

また、ＡＩやロボット化を積極的に活用した省人化を推し進めるとともに既存工場以上の生産性を追求した効率性を

図りつつ、今後の発展に寄与する新技術を積極的に導入し、更なる高品質と安全性の追求、および低コスト運営の両立

を図ってまいります。  

   ２．取得資産の内容 

所 在 地  群馬県邑楽郡板倉町泉野二丁目 41番 13 他  

敷 地 面 積  20,334.74㎡  

投 資 総 額  約 35億円（土地・建物・設備）  

資 金 計 画  自己資金および借入金により充当見込（詳細は未定）  

生 産 品 目  「大阪王将 羽根つき餃子」「大阪王将 ぷるもち水餃子」を主とする製品全般  

生 産 能 力  約 740mt／月 ※操業時点の生産能力  

   ３．新工場設立の日程 

工 事 着 工  平成 30年 11月（予定） 

操 業 開 始  平成 31年 10月（予定） 

    

 


