
注　記　表

重要な会計方針

１． 資産の評価基準および評価方法

(1） 有価証券

該当事項はありません。 

(2） デリバティブ

該当事項はありません。 

(3） たな卸資産

商品

仕込品

原材料

貯蔵品

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）

定額法を採用しております。 

なお、 主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 10～20年

構築物 10～20年

機械装置 8～9年

工具器具備品 3～6年

(2） 無形固定資産

(3） リース資産

(４） 長期前払費用

均等償却しております。 

３． 引当金の計上基準

(1） 貸倒引当金

(2） 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、 支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 

４． 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

該当事項はありません。

５． ヘッジ会計の方法
該当事項はありません。

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。

最終仕入原価法（貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

総平均法による原価法（貸借対照表価価額は収益性の低下に基づく簿価

月別総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく切下げの方法に
より算定）

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

所有権移転外ファイナンス ・ リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、 リース取引開始日が平成20年12月31

日以前の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

じた会計処理によっております。

定額法を採用しております。

なお、 自社利用のソフトウエアについては、 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。



６． その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 

重要な会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準

表示方法の変更

該当事項はありません。

貸借対照表関係注記

１． 有形固定資産の減価償却累計額 4,591,107 千円

２． 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,047 千円

長期金銭債権 0 千円

短期金銭債務 539,623 千円

長期金銭債務 1,700,000 千円

３． 担保提供資産及び対応債務

   親会社の借入債務に対する担保提供

(1） 担保に供している資産

建物 3,003,958 千円

構築物 3,005 千円

機械装置 13,325 千円

車両運搬具 315 千円

工具器具備品 557,727 千円

商標権 2,889 千円

敷金 792,443 千円

差入保証金 552,303 千円

計 4,925,969 千円

(2） 担保に係る債務

金融機関からの借入金 119,000,000 千円

４． 保証債務

株式会社すかいらーくの銀行借入債務に対する保証   　119,000,000千円

損益計算書関係注記

１． 親会社との取引高

売上高 1,491 千円

仕入高 5,614,967 千円

営業取引以外の取引高 705,804 千円

なお株式会社すかいらーくに係る保証は、 当社を含む株式会社すかいらーくの関係会社６社によ

る連帯保証であります。

   当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第18号　平成20年3月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3

月31日）が平成22年3月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表から営業利益及び経常利益が

67,351千円減少し、 税引前純利益が496,350千円減少しております。



２． 減損損失

当期において、 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 店舗

種類 建物等

減損損失額 212,306 千円

株主資本等変動計算書関係注記

１． 発行済株式の数 普通株式 6,000 株

２． 事業年度中に行った剰余金の配当

税効果会計関係注記

１． 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 54,683 千円
未払事業税 31,574 千円
未払事業所税 5,410 千円
賞与引当金否認 10,179 千円
短期資産除去債務 4,413 千円
その他 3,105 千円

繰延税金資産（固定） 889,361 千円
減損損失 496,743 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 460 千円
長期資産除去債務 391,484 千円
その他 672 千円

繰延税金負債（固定） 215,028 千円
長期資産除去債務 215,028 千円

繰延税金資産(固定)の純額 674,332 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内訳
法定実効税率 41.72 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.08 ％
住民税均等割 4.44 ％
過年度法人税等 0.00 ％
その他 1.52 ％
税効果適用後の法人税等の負担率 47.81 ％

該当事項はありません。

当社は、 キャッシュ・ フローを生み出す最小単位として店舗ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。 店舗の営業損益が継続してマイナス、 又は、 資産の市場価格が帳簿価額より著しく下落し

ている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

損益に計上しております。 なお、 当該資産グループの回収可能価額は主として使用価値により測

定しており、 将来キャッシュ・ フロー見積額を4.23％で割り引いて算定しております。



３． 資産除去債務に関する注記
(1） 資産除去債務の概要

(2） 資産除去債務の金額の算定方法

(3） 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高（注） 952,491 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 19,615
時の経過による調整額 15,386
資産除去債務の履行による減少額 38,552
当事業年度末残高 948,941 千円

 (注)

リースにより使用する固定資産に関する注記

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

２．金融商品の時価等に関する事項

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（1）　現金及び預金 568,319 568,319 0

（2）　受取手形及び売掛金 1,309,585 1,309,585 0

（3）　投資有価証券 0 0 0

　　　その他有価証券 0 0 0

（4）　支払手形及び買掛金 (650,255) (650,255) 0

（5）　借入金 (4,390,000) (4,476,834) (86,834)

※借入金については短期借入金と長期借入金を合算しております。

※負債に計上されているものについては、 （　）で示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、 並びに(2) 受取手形及び売掛金

   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。 

(4) 支払手形及び買掛金、 並びに(5) 短期借入金

   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。 

(6) 長期借入金

   貸借対照表に計上した固定資産のほか、 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転

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によっており

ます。

   受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、 与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であります。

   平成22年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、 時価及びこれらの差額について

は、 次のとおりであります。

   長期借入金の時価については、 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

で割り引いて算定する方法によっております。

   店舗及び事業用資産の一部について、 土地又は建物所有者との間で不動産賃借契約を締結し

ており、 賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、 契約及び法令上の義務に関して

資産除去債務を計上しております。

   資産除去債務の見積りにあたり、 使用見込期間は20年から35年、 割引率は2.096％から2.278％

を採用しております。

   当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年3

月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。



関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

属性 会社の名称 関係内容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員の兼任等 事業上の関係

親会社 ㈱すかいらーく  被所有直接100% 兼任1名 資金の借入 資金の借入 0 長期借入金 1,700,000

借入金の返済 3,728,035

利息の支払 127,043

（注）１

保証債務 119,000,000 - -

（注）２

兄弟会社 ㈱ジョナサン なし 兼任2名 資金の借入 資金の借入 2,700,000 長期借入金 2,690,000

借入金の返済 10,000

利息の支払 6,654

（注）１

取引条件及び取引条件の決定方針

（注）１． 資金の借入については、 親会社の借入金利を勘案し、 利率を合理的に決定しております。 

       ２．当社を含む㈱すかいらーくの関係会社６社による連帯保証であります。 

１株当たり情報に関する注記

１． １株当たり純資産額 71,066.38 円

２． １株当たり当期純利益 47,880.05 円

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。 

議決権の所有
（被所有）割合


