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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

売上高 （百万円） 44,150 45,391 45,721 43,430 44,161

経常利益 （百万円） 1,362 1,637 1,424 275 497

当期純利益又は

当期純損失（△）
（百万円） 417 739 612 △601 △388

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） － － － － －

資本金 （百万円） 10,056 10,056 10,056 10,056 10,056

発行済株式総数 （株） 25,913,889 25,913,889 25,913,889 25,913,889 25,913,889

純資産額 （百万円） 29,153 29,702 30,000 29,522 28,659

総資産額 （百万円） 38,685 39,467 39,085 38,213 37,614

１株当たり純資産額 （円） 1,128.22 1,149.49 1,161.08 1,142.64 1,109.30

１株当たり配当額
（円）

14 14 14 14 14

（内１株当たり中間配当額） (7) (7) (7) (7) (7)

１株当たり当期純利益金額又

は１株当たり当期純損失金額

（△）

（円） 16.15 28.61 23.70 △23.27 △15.03

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
（円） 16.13 － － － －

自己資本比率 （％） 75.4 75.3 76.8 77.3 76.2

自己資本利益率 （％） 1.4 2.5 2.1 △2.0 △1.3

株価収益率 （倍） 99.5 65.2 79.7 － －

配当性向 （％） 86.7 48.9 59.1 － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 2,818 2,688 1,792 1,537 1,446

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △155 △907 △1,144 △642 △1,119

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △599 △562 △552 △503 △478

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 11,848 13,066 13,162 13,554 13,403

従業員数
（人）

1,182 1,194 1,217 1,208 1,222

（外、平均臨時雇用者数） (3,624) (3,767) (3,790) (3,652) (3,599)

（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。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、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．第64期、第65期、第66期及び第67期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。
４．第66期及び第67期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載しておりません。
５．従業員数は、就業人員数を表示しており、「平均臨時雇用者数」は、１日８時間勤務換算による月平均人

数を記載しております。
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２【沿革】

　当社は株式の額面変更を図るため、昭和55年12月１日を合併期日として休業状態にあった株式会社小川商店（設立昭

和25年５月20日）に吸収合併されました。従って、法律上消滅した旧株式会社木曽路及び株式会社地中海が実質上の存

続会社であるため、以下では特にことわりがない限り実質上の存続会社である被合併会社に関して記載しております。

年月 沿革

昭和27年９月 名古屋市中区裏門前町に資本金450千円で株式会社まつば喫茶を設立。昭和25年７月に創業した

喫茶業「まつば喫茶」を継承。

昭和32年７月 名古屋市中村区広小路西通に資本金3,300千円で株式会社松葉を設立。同じく喫茶業を開始。

昭和35年12月 名古屋市昭和区東郊通に資本金3,500千円で株式会社東郊松葉を設立。同じく喫茶業を開始。

昭和38年12月 名古屋市熱田区金山町に出資金6,000千円で有限会社松葉金山店を設立。喫茶業と洋菓子の製造

販売を行う。

昭和41年９月 株式会社東郊松葉が民芸風しゃぶしゃぶの木曽路第１号店を名古屋市中区南瓦町に開店。

昭和46年２月 株式会社松葉を株式会社地中海と商号変更すると共に、同日本社を名古屋市中区西瓦町に移転。

昭和46年５月 株式会社地中海がファミリーレストラン地中海第１号店を名古屋市中区新栄一丁目に開店。

昭和48年10月 株式会社まつば喫茶と株式会社東郊松葉が合併し、株式会社松葉となる。

昭和49年２月 株式会社松葉を株式会社木曽路に商号変更。

昭和49年２月 有限会社松葉金山店を有限会社松葉に商号変更。

昭和50年６月 株式会社木曽路が総合事業部としてセントラルキッチンを名古屋市天白区天白町植田に設置。

昭和51年８月 有限会社松葉が民芸風居酒屋として、居来瀬第１号店を名古屋市熱田区金山に開店。

昭和53年３月 株式会社地中海と有限会社松葉が合併し、株式会社地中海となる。

昭和55年12月 経営の効率化及び株式の額面変更を図るため、株式会社木曽路と株式会社地中海が株式会社小川

商店に吸収合併され、同日商号を株式会社木曽路に変更する。本社は、名古屋市中区大須三丁目

に設置。

昭和56年７月 和風のファミリーレストランとして、ファミリー木曽路第１号店を名古屋市南区星崎に開店。

昭和57年４月 関東地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、東京都中央区銀座五丁目に開店。

昭和58年３月 東京本部を東京都中央区銀座五丁目に設置。

昭和58年９月 本社を名古屋市昭和区白金三丁目に新築移転。

昭和61年５月 東京本部事務所を東京都港区芝五丁目に移転。

昭和62年10月 関西地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、大阪市北区曽根崎新地に開店。

昭和62年11月 名古屋証券取引所市場第二部へ上場。

平成元年１月 大阪本部事務所を大阪府吹田市江坂に設置。

平成２年11月 九州地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、福岡市中央区天神に開店。

平成４年４月 本社に木曽路調理スクールを開校。

平成４年７月 しゃぶしゃぶ木曽路瓦町店を大型店舗（５階建）として改築オープン。

平成５年３月 関東地区居酒屋の居来瀬部門第１号店として、東京都品川区に「素材屋」の屋号で開店。

平成６年１月 木曽路名古屋工場（物流センター兼調理加工場）を愛知県大府市に設置。

平成６年２月 セントラルキッチンを木曽路名古屋工場に移転。

平成８年４月 焼肉専門店として、焼肉じゃんじゃん亭第１号店を名古屋市南区星崎に開店。

平成８年５月 居酒屋の居来瀬部門の名古屋地区の屋号を「居来瀬」から東京地区と同じ屋号である「素材屋」

に統一変更し、素材屋部門となる。

平成９年７月 東京本部事務所を東京都港区芝三丁目に移転。

平成11年６月 イタリアン料理店として、ラ・ステラコーレ第１号店を名古屋市千種区に開店。

平成11年９月 ファミリーレストラン地中海部門を撤退。

平成12年７月 鶏料理店として、とりかく第１号店を東京都港区芝に開店。

平成12年９月 東京証券取引所市場第二部へ上場。

平成12年12月 関西地区素材屋第１号店として、兵庫県伊丹市に開店。

平成13年９月 東京証券取引所、名古屋証券取引所市場第一部に指定。

平成19年６月 新和食業態として、鈴のれん第１号店を名古屋市天白区に開店。

平成20年３月 　名古屋工場　愛知県ＨＡＣＣＰ認定。

平成22年３月 　イタリアン料理店　閉店。

平成24年４月 　関西地区鈴のれん第１号店として、大阪府東大阪市に開店。

平成24年10月 　ワイン食堂として、ワイン食堂ウノ第１号店を名古屋市中村区に開店。

平成25年10月

平成27年10月

　関東地区ワイン食堂ウノ第１号店として、東京都品川区に開店。

　しゃぶしゃぶ旬彩穂の里第１号店として、愛知県春日井市に開店。
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３【事業の内容】

　当社は料理、飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食業であります。

　営業部門としては、しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路部門、居酒屋の素材屋部門、焼肉のじゃんじゃん亭部門、鶏料

理のとりかく部門、和食レストランの鈴のれん部門、ワイン食堂のウノ部門及びその他部門（外販及び不動産の賃貸

等）となっており、店舗出店地域は東海地区の４県、関東地区の１都６県、関西地区の１府３県及び九州地区の１県

で、店舗数は１６５店舗であります。

　なお、当社の事業は飲食店としての事業がほとんどを占める単一セグメントであります。

　当社の部門別の主な事業内容は次のとおりであります。

部 門 別  主 な 事 業 内 容

木曽路  しゃぶしゃぶ、日本料理

素材屋  居酒屋

じゃんじゃん亭  焼肉

とりかく  鶏料理

鈴のれん  和食レストラン

ウノ  ワイン食堂

その他
外販

不動産賃貸等

しぐれ煮、胡麻だれ類

店舗賃貸

 

　当社の部門別及び地域別の店舗数は次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年３月31日現在

部門別 東海地区 関東地区 関西地区 九州地区  合計

木曽路 31 55 29 4 119

素材屋 5 9 － － 14

じゃんじゃん亭 10 － － － 10

とりかく － 10 － － 10

鈴のれん 6 － － － 6

ウノ 4 2 － － 6

合計 56 76 29 4 165

 

４【関係会社の状況】

　　当社は、関係会社がないため、該当事項はありません。
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５【従業員の状況】

（1）提出会社の状況

平成28年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,222(3,599) 40.1 9.5 5,112,397

 

　当社の事業は単一セグメントでありますので、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

部門別 従業員数（人）

木曽路 988 (2,945)

素材屋 47 (206)

じゃんじゃん亭 24 (126)

とりかく 18 (81)

鈴のれん 22 (111)

ウノ 18 (49)

その他 105 (81)

合計 1,222 (3,599)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間勤務換算による月平均人数）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。

（2）労働組合の状況

当社の労働組合は、次のとおりであります。

名称　　　　　全木曽路労働組合

上部団体名　　ＵＡゼンセン（平成２年８月27日加入）

結成年月日　　平成元年６月29日

組合員数　　　991名（平成28年３月31日現在）

尚、労使関係は円満に推移し、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績

　当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和により企業収益や個人消費、雇用・所得環境

の改善など景気は緩やかな回復基調で推移しました。その一方で、原油価格の下落、事業年度末にかけた急速な円高傾

向、海外経済の動向など依然先行きは不透明な状況で推移しました。

　外食業界におきましては、期初の株高などによる消費マインドの改善から個人消費の持ち直しがみられたものの、円安

などの影響から原材料価格の上昇や人材の不足、異業種との競争など依然として厳しい経営環境で推移しました。

　このような経営環境の中で当社は、２店舗の新規出店、１店舗の改築、１店舗の改装、２店舗の業態転換（鈴のれんか

らじゃんじゃん亭、穂の里）、６店舗の退店を実施し、その結果、当事業年度末の店舗数は１６５店舗（前事業年度末比

４店舗減少）となりました。

　営業面では、旬の食材による料理や接客サービスの充実に努めるとともに、春の歓送迎会、ＧＷ、夏休み、忘年会など

の季節毎のイベントを中心に販売促進活動を実施した結果、客数が微減となったものの、客単価が上昇し、売上高は前事

業年度と比べ1.7％の増加となりました。

　費用面では、円安、天候不順などによる食材の値上がりや、労働需給の逼迫による採用費が増加する一方、原油価格の

下落などにより光熱費が減少いたしました。

　この結果、当事業年度の売上高は441億61百万円（前事業年度比1.7％増加）、営業利益は５億２百万円（同114.2％増

加）、経常利益は４億97百万円（同80.3％増加）となりました。また、特別損失として、固定資産除却損36百万円、減損

損失６億52百万円、合計６億88百万円(前事業年度は6億60百万円)を計上しました。

　以上の結果、当期純損失は３億88百万円（前事業年度は当期純損失６億１百万円）となりました。１株当たり当期純損

失は15.03円（前事業年度は１株当たり当期純損失23.27円）となりました。

 

　当事業年度におけるセグメント別の概況については、当社の事業は単一セグメントでありますので、その概況を部門別

に示すと次のとおりであります。

 

木曽路部門

　しゃぶしゃぶ・日本料理の「木曽路」部門は、１店舗の新規出店、１店舗の改築により、当事業年度末の店舗数は１１

９店舗（前事業年度末比１店舗増加）となりました。

　営業面では、春の歓送迎会、ＧＷ、夏休み、忘年会などの季節毎のイベントや恒例の「和牛しゃぶしゃぶ祭り」を実施

するとともに「松茸」「鮑」「ふぐ」など付加価値の高い旬のメニューの充実に努めました。その結果、売上高は370億

72百万円（前事業年度比 2.0％増加）となりました。

 

素材屋部門

　居酒屋の「素材屋」部門は、関西地区４店舗すべての退店により、当事業年度末店舗数は１４店舗（同４店舗減少）と

なりました。

　営業面では、旬のメニューの充実や焼酎のお値打ち販売、平日限定フェアの実施並びに季節毎の宴会獲得により来店客

数の増加に努めましたが、店舗の減少等により、売上高は25億97百万円（同 5.0％減少）となりました。

 

じゃんじゃん亭部門

　焼肉の「じゃんじゃん亭」部門は、１店舗の新規出店、１店舗の改装、１店舗の業態転換により、当事業年度末店舗数

は１０店舗（同２店舗増加）となりました。

　営業面では、全店で食べ放題メニューの拡販、タッチパネルによる利便性の向上及びスピード提供に取組むとともに、

法人や学生のイベントに合わせた予約獲得活動を実施しました。その結果、売上高は15億97百万円（同 55.0％増加）と

なりました。

 

とりかく部門

　鶏料理の「とりかく」部門は、店舗の異動はなく、当事業年度末店舗数は１０店舗であります。

　営業面では、歓送迎会、忘年会など宴会メニューをより充実させ、また、こだわりの旬の一品提供などを行いました

が、売上高は10億60百万円（同 0.0％減少）となりました。
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鈴のれん部門

　和食レストランの「鈴のれん」部門は、２店舗の退店、２店舗の業態転換（じゃんじゃん亭、穂の里）、当事業年度末

店舗数は鈴のれん５店舗（同４店舗減少）、穂の里１店舗（同１店舗増加）となりました。

　営業面では、季節毎のメニューや宴会メニューなどの料理とともに接客サービスの充実に努めましたが、当事業年度中

の退店及び業態転換が響き、売上高は10億49百万円(同 26.4％減少)となりました。

 

ウノ部門

　ワイン食堂の「ウノ」部門は、店舗の異動はなく、当事業年度末店舗数は６店舗であります。

　営業面では、豊富な種類のワインを取り揃え、また、季節ごとのフェアの実施やパーティーコースの充実などに努めま

したが、売上高は７億３百万円（同 4.8％減少）となりました。

　なお、５店舗の撤退及び業態転換を決定しております。

 

その他部門

　その他部門は、外販（しぐれ煮、胡麻だれ類）、不動産賃貸等であります。

　その売上高は81百万円（同 2.9％減少）であります。

 

（2）キャッシュ・フロー

　当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動から得られたキャッシュ・フローは、14億46百万円の流入超過（前事業

年度比90百万円の減少）となりました。主な内容は、減価償却費12億31百万円、減損損失６億52百万円、仕入債務の増加

額１億３百万円などに対し、未払消費税等の支出３億71百万円及び税引前当期純損失１億88百万円などであります。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは11億19百万円の流出超過（同 ４億76百万円の増加）となりました。主な

内容は、店舗などの有形固定資産の取得による支出７億49百万円、投資有価証券の取得による支出４億円であります。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、４億78百万円の流出超過（同 24百万円の減少）となりました。主な内

容は、リース債務の返済による支出85百万円と配当金の支払額３億61百万円であります。

　以上の結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ１億50百万円減少し、134億３百万円

となりました。

 

２【販売及び仕入の状況】

(1）販売実績

　　　当社の事業は飲食店としての事業がほとんどを占める単一セグメントであります。当事業年度における販売実績の

内訳を部門別・地域別に示すと次のとおりであります。

①　部門別販売実績

部門別
当事業年度

（自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日）

前事業年度比（％）

木曽路（百万円） 37,072 102.0

素材屋（百万円） 2,597 95.0

じゃんじゃん亭（百万円） 1,597 155.0

とりかく（百万円） 1,060 100.0

鈴のれん（百万円） 1,049 73.6

ウノ（百万円） 703 95.2

その他（百万円） 81 97.1

合計（百万円） 44,161 101.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。
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②　地域別販売実績

地域別
当事業年度

（自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日）

前事業年度比（％）

愛知県（百万円） 12,598 105.6

岐阜県（百万円） 848 103.6

三重県（百万円） 731 95.0

静岡県（百万円） 356 103.1

東京都（百万円） 12,093 99.4

神奈川県（百万円） 3,027 100.8

埼玉県（百万円） 3,196 98.7

千葉県（百万円） 1,347 100.0

茨城県（百万円） 271 92.5

群馬県（百万円） 282 103.5

栃木県（百万円） 266 104.4

奈良県（百万円） 264 101.0

和歌山県（百万円） 253 102.2

大阪府（百万円） 5,488 97.8

兵庫県（百万円） 2,153 101.8

福岡県（百万円） 980 131.6

合計（百万円） 44,161 101.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

項目別
当事業年度

（自　平成27年 4月 1日
至　平成28年 3月31日）

前事業年度比（％）

原材料 肉類（百万円） 3,892 112.1

 野菜類（百万円） 1,512 102.6

 魚介類（百万円） 2,888 99.7

 調理済加工食品（百万円） 2,467 102.7

 飲料（百万円） 1,750 99.4

 米・パン類（百万円） 517 98.0

 乳製品（百万円） 185 105.5

小計（百万円） 13,214 104.0

商品 店頭商品（百万円） 172 98.0

合計（百万円） 13,387 103.9

　（注）１．店頭商品とは菓子類及び胡麻だれ等であります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　外食企業を取り巻く経営環境は、少子・高齢化を背景とした人口減少による市場規模の縮小や労働力不足、原材料や

エネルギーコストの上昇、食の安全性確保や環境保護など様々なリスクへの対応が必要となり、また、消費者の食意識

が成熟することにより嗜好やニーズの多様化が一層進み、価値指向、健康指向、安全指向は一段と強まっています。

　このような環境変化のなか、会社業績の回復・進展と企業価値の向上を追求するため次のような課題に取り組んでい

きます。

　第一は、「経営基盤の強化」であります。コンプライアンスの徹底に向け、教育体制の整備や確実な衛生管理による

食の安全・安心の提供とともに厳正な内部監査を実施してまいります。また、組織活性化に向け、働く環境の改善や営

業部・管理部の連携強化に取り組みます。

　第二は、「営業基盤の強化」であります。経営理念の実践や木曽路行動憲章を再確認することで規律礼節・誠実さを

重んじる企業風土を築き上げていきます。また、多様化するお客様のニーズにお応えするために料理の品質や接客サー

ビス力を向上させ、確実な衛生安全の確保はもとより、マニュアルを超えて、ひとり一人のお客様に美味しい料理と適

正なサービスを提供できるように取り組みます。

　第三は、「収益基盤の強化」であります。木曽路部門の業績回復を最重要課題として改革を推進し、変化する経営環

境に適合したビジネスモデルを常に模索し、強固な収益基盤の構築を目指します。また、外食市場の縮小傾向が続く中

で成長を遂げるため、新規出店、業態のブラッシュアップとともに商品・業態・技術の開発・展開に積極的に取り組み

ます。

 

４【事業等のリスク】

　　(1）業績の季節変動について

　当社の主力商品である「しゃぶしゃぶ」の需要は、年末・年始を含めた冬季に高まるため、当社の売上高及び営

業利益は下半期に片寄る傾向があります。

　最近５年間の状況は下表のとおりです。

 
売上高 営業利益

上半期 下半期 通　期 上半期 下半期 通　期

平成24年３月期（百万円） 19,771 24,378 44,150 △921 2,173 1,251

構成比（％） 44.8 55.2 100.0 － － 100.0

平成25年３月期（百万円） 20,586 24,805 45,391 △847 2,343 1,496

構成比（％） 45.4 54.6 100.0 － － 100.0

平成26年３月期（百万円） 20,335 25,386 45,721 △773 2,164 1,390

構成比（％） 44.5 55.5 100.0 － － 100.0

平成27年３月期（百万円） 20,219 23,211 43,430 △999 1,233 234

構成比（％） 46.6 53.4 100.0 － － 100.0

平成28年３月期（百万円） 19,741 24,420 44,161 △1,041 1,543 502

構成比（％） 44.7 55.3 100.0 － － 100.0

　（注）今後につきましても、下半期依存型の傾向は続くことが考えられます。

 

 　 (2）原材料の調達について

当社の原材料仕入額において、肉類、野菜、魚介類が50％以上を占めています。異常気象や大規模災害、安全

性問題の発生等により、これらの食材の調達が広範囲かつ長期にわたり阻害された場合には、当社業績に大きな

影響が及ぶ可能性があります。

 

 　　(3) 主力商品への依存

当社の主力商品である「しゃぶしゃぶ」の売上が予期せぬ事情によって著しく減少した場合には、他商品の売

上で補うことが困難になる可能性があります。
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    (4) 出店用地の確保

当社はチェーンレストランとして計画的な出店により業容の拡大を図っていますが、競合状況の変化や土地所

有者の都合などにより適切な出店用地を確保できない場合には、出店計画の進捗が遅れ、当社の成長性に影響を

及ぼす可能性があります。

 

    (5) 個人情報の管理

当社は多数の顧客情報を有しており、その管理に万全を期していますが、予期せぬ事情によって情報流出や不

正使用等が発生した場合には、その対応のために多額の費用が発生する可能性があります。

 

    (6) 品質問題

当社は食品の安全性の観点から、最適な品質を確保すべく社内体制を整備・運営していますが、予期せぬ事情

によって食品事故等の問題が発生する可能性は否定できません。

 

    (7) 食品の安全性問題

食品の安全性確保については社内体制を整備・運営していますが、社会的な食品安全性問題が発生した場合に

は、顧客の外食需要が抑制され、来店客の減少等、業績が影響を受ける可能性があります。

 

    (8) 立地環境の変化

当社は、店舗を最小単位として固定資産をグルーピングしていますが、店舗の立地環境が大きく変化し、その

結果、店舗の業績が悪化し投下資金の回収が困難になる場合には、減損損失又は店舗撤退に伴う固定資産除却損

が発生する可能性があります。

 

    (9) 大規模災害

当社の店舗網は、関東・東海・関西・北九州の大都市圏に集中していますが、これらの地域で巨大地震等の大

規模災害が発生した場合には、当社業績が大きく影響を受ける可能性があります。

 

なお、文中の将来に関する事項の判断につきましては、有価証券報告書提出日現在においてなされたものであ

ります。

 

５【経営上の重要な契約等】

　　該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　　特記すべき事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1)当事業年度の経営成績の分析

　当社の当事業年度の経営成績は、「１ 業績等の概要（１）業績」に記載したとおりであります。

　売上高に関しましては、旬の食材による料理や接客サービスの充実に努めるとともに、春の歓送迎会、ＧＷ、夏

休み、忘年会などの季節毎のイベントを中心に販売促進活動を実施した結果、客数が微減となったものの、客単価

が上昇し、売上高の伸び率は1.7％（既存店は0.8％）の増加となりました。

　売上高原価率は、一部の食材の値上がりやメニュー政策により、前事業年度に比べ0.8％増加の32.7％となりま

した。

　売上高営業利益率は、前事業年度に比べ0.6ポイント増加の1.1％となりました。これは、売上高原価率が0.8ポ

イント上昇したものの、水道光熱費等の減少により変動比率が0.9ポイント低下、売上高の伸び率が1.7％となった

ことなどによるものであります。経常利益は、営業利益の増加により前事業年度に比べ２億21百万円の増益とな

り、売上高経常利益率は、前事業年度に比べ0.5ポイント上昇の1.1％となりました。
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(2)当事業年度の財政状態の分析

　当事業年度の財政状態は、次のとおりであります。

　当事業年度末の総資産は376億14百万円で前事業年度末比５億98百万円の減少となりました。これは主に、固定

資産５億87百万円の減少で、保証金の回収や減価償却、除却、減損処理などによる固定資産の減少額が店舗等の設

備投資額を上回ったことによるものであります。

　一方、負債は、89億54百万円で前事業年度末比２億64百万円の増加となりました。これは、未払消費税が減少す

る一方で未払法人税等が増加したことによるものであります。また、当事業年度末の純資産は286億59百万円で前

事業年度末比８億62百万円の減少となりました。主な要因は、当期純損失３億88百万円(減少)、剰余金の配当３億

61百万円(減少)、投資有価証券評価差額金1億10百万円(減少)であります。

　以上の結果、当事業年度末の自己資本比率は76.2％（前事業年度末は77.3％）、１株当たり純資産は1,109.30円

（同1,142.64円）となりました。

 

(3)当事業年度のキャッシュ・フローの状況の分析

　当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、「１ 業績等の概要（２）キャッシュ・フロー」に記載したとおり

であります。

　当事業年度の現金及び現金同等物は１億50百万円の減少となりました。これは、営業活動によって得られた

キャッシュ・フローが、法人税等の支払が減少する一方で税率差額による消費税等の支払が増加したことなどによ

り、前事業年度に比べ90百万円減少の14億46百万円の流入超過、投資活動により使用されたキャッシュ・フロー

が、投資有価証券の取得による支出などがあり、前事業年度に比べ４億76百万円増加の11億19百万円の流出超過と

なりました。また、財務活動により使用されたキャッシュ・フローが、前事業年度に比べ24百万円減少の４億78百

万円の流出超過となったことによるものであります。

 

(4)経営者の問題認識と今後の方針

　次期の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善が見込まれる一方で、原油安と円高、海外経済の減速など

から国内消費、企業収益への影響懸念が残り、依然として不透明な状況が続くと予想されます。

　このような経営環境の中で、当社は、コンプライアンスの徹底とともに経営理念の周知と実践、教育と働く環境

の改善を行い、顧客満足と従業員満足の向上により来店客数と売上高の増加を図ります。また、旗艦部門である木

曽路部門の改革推進とビジネスモデルの再構築による既存店の業績回復に努め収益基盤の強化に取組みます。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施しました設備投資総額（差入保証金等を含む）は、12億72百万円（前事業年度比10.2％増加）で

あり、その内訳は、店舗の新設に２億99百万円、店舗の改築・改装等に７億82百万円、名古屋工場設備改修及び情報シ

ステム関連投資等に１億90百万円であります。

また、当事業年度中に売却、除却しました固定資産は、19百万円であります。

なお、当事業年度中に出店した新設店舗は２店舗、改築・改装は２店舗、業態転換は２店舗であります。

（注）当社の事業は飲食店としての事業がほとんどを占める単一セグメントであります。（以下も同様）

 

２【主要な設備の状況】

　当社は、平成28年３月31日現在１６５店舗を運営しております。また、東京と大阪に本部を設置しており、愛知県大

府市に加工工場を所有しております。主たる設備は営業店舗であり、店舗設備には建物の他、構築物、工具、器具及び

備品等があります。店舗用の土地につきましては、自社所有は５店舗であります。

　主要な設備は以下のとおりであります。なお、営業店舗については地域別にて記載しております。

平成28年３月31日現在
 

区分
事業
所数

利用
目的

土地
建物

（百万円）
構築物

（百万円）

工具、
器具及
び備品

（百万円）

リース
資　産

（百万円）

その他
（百万円）

投下資本
合　　計
（百万円）

従業
員数
（人）

面積（㎡）
金額

（百万円）

名古屋本社

(名古屋市昭和区)
1 事務所 2,250.47 623 85 2 56 45 11 824 118

東京本部

(東京都港区)
1 事務所 － － － － 0 － － 0 59

大阪本部

(大阪府吹田市)
1 事務所 － － 0 － 0 － 0 1 23

名古屋工場

(愛知県大府市)
1

加工工

場
9,056.00 1,409 141 59 8 20 41 1,681 16

賃貸設備

(名古屋市昭和区)
1

賃貸設

備
694.20 68 － － － － － 68 －

愛知県 49 店舗
60,080.23

(56,659.65)
2,098 2,039 92 195 81 1 4,509 268

岐阜県 3 店舗
7,913.79

(7,913.79)
－ 129 4 5 35 － 175 22

三重県 3 店舗
5,689.24

(5,689.24)
－ 99 5 5 13 － 124 15

静岡県 1 店舗
1,838.69

(1,838.69)
－ 66 2 1 12 － 82 7

東京都 49 店舗
31,044.70

(28,972.98)
1,524 1,492 71 96 53 7 3,245 254

神奈川県 10 店舗
13,963.30

(13,963.30)
－ 436 38 28 23 － 527 70

埼玉県 9 店舗
14,212.57

(14,212.57)
－ 468 36 17 31 － 553 74

千葉県 5 店舗
8,567.37

(8,567.37)
－ 145 8 4 5 － 164 32

茨城県 1 店舗
2,150.00

(2,150.00)
－ 43 3 0 6 － 53 7

栃木県 1 店舗
1,997.71

(1,997.71)
－ 115 11 6 10 － 143 8

群馬県 1 店舗
1,616.72

(1,616.72)
－ 65 6 0 5 － 77 7

奈良県 1 店舗
4,244.65

(4,244.65)
－ 31 1 2 5 － 41 7

和歌山県 1 店舗
1,917.00

(1,917.00)
－ 16 4 1 6 － 30 8

大阪府 19 店舗
26,818.86

(26,818.86)
－ 791 40 24 26 － 882 137
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区分
事業
所数

利用
目的

土地
建物

（百万円）
構築物

（百万円）

工具、
器具及
び備品

（百万円）

リース
資　産

（百万円）

その他
（百万円）

投下資本
合　　計
（百万円）

従業
員数
（人）

面積（㎡）
金額

（百万円）

兵庫県 8 店舗
8,204.15

(8,204.15)
－ 203 11 16 11 － 243 62

福岡県 4 店舗
4,092.50

(4,092.50)
－ 189 18 16 14 － 238 28

合計 170 －
206,352.15

(188,859.18)
5,723 6,563 421 490 409 61 13,671 1,222

　（注）１．土地面積（　　）書きは賃借中のものを内書しております。

 　　　 ２．その他の金額は、「機械及び装置」及び「車両運搬具」であります。

３．投下資本金額は帳簿価額（消費税等抜きの金額）で表示してあります。

４．賃貸設備は、名古屋市昭和区の旧店舗を飲食店へ賃貸しているものであります。

５．上記賃借中の土地の他に建物等を賃借しており、土地を含めた年間賃借料は3,972百万円であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

   　平成28年４月に始まる事業年度の設備投資計画は、総額15億60百万円を見込んでおり、そのうち当事業年度末日現

在における進行中及び具体的な計画の主なものは次のとおりであります。

設備の内容
計画金額
（百万円）

既支払額
（百万円）

今後の所要
金額
（百万円）

着工年月 完成年月
増加能力

(増加客席数)
区分 部門名 地区 店舗数

新設店舗 じゃんじゃん亭 中部 1 145 53 91 平成28年3月 平成28年8月 170

新設店舗 じゃんじゃん亭 関東 1 122 30 92 平成28年5月 平成28年9月 171

新設店舗 とりかく 関東 1 145 － 145 平成28年6月 平成28年7月 140

既存店の改装等  － 440 － 440 平成28年4月 平成29年3月 －

その他（工場、情報等）  － 586 36 550 平成28年4月 平成29年3月 －

合　計 3 1,438 120 1,318 － － 481

（注）１．今後の所要資金は、自己資金でまかなう予定であります。

 ２．上記の金額には、店舗賃借のための差入保証金を含んでおります。

 ３．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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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成28年３月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成28年６月28日）

上場金融商品取引所名 内容

普通株式 25,913,889 25,913,889

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株

計 25,913,889 25,913,889 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 　　　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増　減　額
（百万円）

資本準備金
残　　　高
（百万円）

平成22年３月31日

 (注)
0 25,913 0 10,056 0 9,872

　（注）新株予約権付社債の株式への転換による増加（平成21年４月１日～平成22年３月31日）であります。

EDINET提出書類

株式会社　木曽路(E03121)

有価証券報告書

14/65



（６）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 30 22 324 95 9 20,085 20,565         ―

所有株式数

（単元）
－ 47,374 1,252 36,867 8,889 53 164,135 258,570 56,889

所有株式数の

割合（％）
－ 18.3 0.4 14.2 3.4 0.0 63.4 100.0         ―

（注）自己株式77,744株は、「個人その他」に777単元及び「単元未満株式の状況」に44株を含めて記載しております。

 

（７）【大株主の状況】

  平成28年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

木曽路共栄会 名古屋市昭和区白金３丁目１８番１３号 1,181 4.56

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番１１号 862 3.32

松原　秀樹 名古屋市昭和区 722 2.78

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 685 2.64

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目２３番１号 496 1.91

木野　ひとみ 東京都大田区 487 1.88

吉江　則子 名古屋市天白区 457 1.76

株式会社プルメリア 名古屋市昭和区鶴舞４丁目８番１６号 420 1.62

麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目１０番２号 352 1.35

サントリー酒類株式会社 東京都港区台場２丁目３番３号 352 1.35

計 － 6,018 23.22
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在
 

区分 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）
（自己保有株式）

普通株式     77,700
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,779,300 257,793 －

単元未満株式 普通株式     56,889 － －

発行済株式総数          25,913,889 － －

総株主の議決権 － 257,793 －

 

②【自己株式等】

平成28年３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（％）

（自己保有株式）

株式会社木曽路

名古屋市昭和区白

金三丁目18番13号
77,700 － 77,700 0.30

計 － 77,700  77,700 0.30

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

 当事業年度における取得自己株式 784 1,626,652

 当期間における取得自己株式 161 357,973

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

　取りによる株式は含まれておりません。
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他　（注）１ － － － －

保有自己株式数　（注）２ 77,744 － 77,905 －

（注）１．当期間におけるその他には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡

しによる株式は含まれておりません。

　　　２．当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

　当社の利益配分につきましては、将来の事業展開に備え内部留保の充実に努めると共に、株主各位への安定した配当

を維持することを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととし、その決定機関は、中間配当については取締役

会、期末配当については株主総会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記の株主各位への安定配当の方針に基づき中間、期末ともに１株当たり７円の

年間配当１株当たり14円を実施することを決定しました。

　内部留保資金につきましては、新規出店及び既存店改装に充当し、今後の経営体質の強化並びに株主の利益確保のた

めに活用していく所存であります。また、各事業年度の収益状況や配当性向等を勘案して、増配や株式分割など株主へ

の利益還元を積極的に実施いたします。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成27年10月30日

取締役会決議
180 7

平成28年６月28日

定時株主総会決議
180 7
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第63期 第64期 第65期 第66期 第67期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

最高（円） 1,685 2,000 1,969 2,180 2,316

最低（円） 1,315 1,498 1,702 1,809 1,957

   （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成27年10月 11月 12月 平成28年１月 ２月 ３月

最高（円） 2,024 2,122 2,170 2,192 2,309 2,316

最低（円） 1,962 1,994 2,089 2,000 2,050 2,167

　 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性１０名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

 吉江　源之 昭和22年７月18日生

 
昭和46年４月 ㈱協和銀行〔現 ㈱りそな銀

行〕入行

昭和52年４月 当社入社

昭和53年６月 当社商品部長

昭和56年７月 当社専務取締役就任

昭和62年６月 当社代表取締役就任

平成５年６月 当社代表取締役社長就任

平成28年３月 当社代表取締役会長兼社長就任

（現任）
 

(注)３ 221

専務取締役 東京駐在 木野　克典 昭和28年８月14日生

 
昭和52年４月 ㈱東海銀行〔現 ㈱三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行〕入行

昭和61年２月 当社入社

昭和62年４月 当社事業開発室長

昭和62年６月 当社取締役就任

平成３年５月 当社商品部長

平成４年４月 当社人事企画部長

平成５年４月 当社東京本部長

平成５年６月 当社常務取締役就任

平成９年２月 当社素材屋東京営業部長

平成12年１月 当社東京本部長

平成13年６月 当社専務取締役就任（現任）

平成14年５月 当社東京駐在（現任）

平成17年８月 当社とりかく営業部長
 

(注)３ 141

取締役

内部監査室長、

衛生管理室・

食品安全管理室

担当

仲沢　栄一 昭和22年１月27日生

 
昭和48年８月 宝塚観光㈱営業支配人

昭和54年２月 当社入社、木曽路栄店店長代理

昭和54年９月 当社居来瀬営業部長

平成５年６月 当社取締役就任（現任）

平成９年２月 当社素材屋名古屋営業部長

平成10年２月 当社地中海営業部長

平成10年12月 当社事業開発室長

平成13年３月

 

平成28年５月

当社内部監査室長、衛生管理室

担当（現任）

当社食品安全管理室担当

（現任）
 

(注)３ 12

取締役 人事総務部長 松岡　利朗 昭和39年９月26日生

 
昭和62年４月 当社入社

平成15年１月 当社人材開発部長

平成19年５月 当社人事本部長兼人事部長兼人

材開発部長

平成20年６月 当社執行役員就任

平成23年６月

平成24年１月

当社取締役就任（現任）

当社人事総務部長（現任）
 

(注)３ 1
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

企画部長、

経理部・事務

能率センター

担当

大橋　　浩 昭和38年７月16日生

 
昭和62年４月 当社入社

平成22年５月 当社企画部長（現任）

平成23年４月 当社執行役員就任

平成25年６月 当社取締役就任、経理部・　　

事務能率センター担当（現任）
 

(注)３ 1

取締役 重要業務統括 青野　康徳 昭和26年６月24日生

 
昭和49年４月 社団法人瀬戸内海栽培漁業　　

センター入社

昭和56年12月 当社入社

平成11年11月 当社大阪本部長

平成14年５月 当社執行役員就任

平成25年２月

平成25年６月

平成28年６月

当社人事総務部付部長

当社監査役就任

当社取締役就任（現任）
 

(注)３ 8

取締役
 

 
松井　常芳 昭和26年４月３日生

  
昭和49年４月

平成10年６月

平成13年４月

平成16年６月

東邦ガス㈱入社

同社　お客さまサービス部長

同社　リビング流通部長

同社　総務部長

平成18年６月 同社　執行役員就任

東邦ガスリビング㈱

代表取締役社長就任

平成20年６月

平成22年６月

平成27年５月

 

平成27年６月

平成28年５月

東邦ガス㈱　常務執行役員

同社　専務執行役員

東邦ガスリビング㈱

代表取締役会長就任

当社取締役就任（現任）

東邦ガスリビング㈱

相談役就任（現任）
 

(注)３ －

取締役  伊藤　邦昭 昭和26年６月22日生

 
昭和49年４月

 

平成７年３月

㈱日本興業銀行〔現 ㈱みずほ

銀行〕入行

同社　営業第10部副部長

平成７年８月 ㈱明輝商会

代表取締役社長就任（現任）

平成10年２月 ㈱ラミテック

代表取締役社長就任（現任）

平成17年４月 ㈱メイキ

代表取締役社長就任（現任）

平成27年６月 当社取締役就任（現任）
 

(注)３ 1

監査役

(常勤)
 鈴木　敏道 昭和29年１月８日生

  
平成20年12月 北伊勢上野信用金庫入庫

平成21年６月 同庫常勤理事

平成27年７月 当社入社

 
平成28年６月

当社人事総務部付部長

当社監査役就任（現任）

 

(注)４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役  熊田　登与子 昭和30年11月27日生

  
昭和60年4月 弁護士登録

南舘法律事務所〔現 南舘・北

川・伊藤法律事務所〕　入所

平成８年４月

平成24年６月

熊田法律事務所　入所

当社監査役就任（現任）
 

(注)５ 1

監査役  平野　善得 昭和27年２月２日生

 
昭和51年11月

 

監査法人丸の内会計事務所

〔現 有限責任監査法人トーマ

ツ〕　入所

昭和57年３月

平成７年６月

平成25年10月

 

平成27年９月

平成27年10月

 

平成28年６月

公認会計士登録

同法人代表社員

同法人執行役

（中京エリア統括）

同法人　退職

公認会計士平野善得事務所代表

（現任）

愛三工業(株)監査役（現任）

当社監査役就任（現任）
 

(注)５ －

    計  389

　（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規

程による独立役員であります。

２．監査役熊田登与子及び平野善得は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場

規程による独立役員であります。

３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．当社では、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、木曽路営業本部長兼名古屋営業部長 合田光博、鈴のれん営業部長 村岡浩昭、大阪駐在 内田

豊稔、商品部長 伊藤信一の４名であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「会社は社会の構成員の一員である」との認識の

もとに、株主はじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の会社関係者と良好な関係の形成に努めます。

　また、経営活動においては、会社法・金融商品取引法はじめ諸法令を遵守することはもとより、会社の理念・方

針・業績等の情報を適時・的確に開示し、経営の透明性を確保します。更に、株価や格付等の客観的な経営評価指

標を参考に、経営の適正性・妥当性の堅持に努めます。

 

①　企業統治の体制

　イ．企業統治の体制の概要

　当社は監査役設置会社であり、取締役会と監査役会及び会計監査人という枠組みの中で、業務執行と監

査・監督を行っております。

　代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、また、取締役会決議により業務担当役員並びに駐

在役員を任命して権限委譲を進め、経営の実効性と迅速性を追求しております。なお、取締役会は、取締役

８名から構成されており、そのうち２名は社外取締役であります。また、取締役会の指名による独自の執行

役員制を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。

　経営判断の適正を確保するために、高度に専門的な検討を要すると思われる案件については、外部専門家

(コンサルタント、調査機関等)の意見を求めることとしております。

　　　　[会社経営組織図]

 

 

　ロ．企業統治の体制を採用する理由

　当社では、監査役（会）制度が既に定着しており、2名の社外取締役（独立役員）が取締役会に出席して取締役

の業務執行を監査するほか、公認会計士、弁護士として専門的な立場から適宜、意見を述べており、常勤監査役を

含め監査役会がその機能を適切に果たしていると判断しております。また、取締役8名のうち2名を社外取締役（独

立役員）として選任しており、取締役において独立した立場と外部の視点から、適宜、客観的な助言をいただくと

ともに取締役は取締役会における業務執行の決定に当たり、株主・投資者からの信頼を宗として、1.善管注意義

務・忠実義務　2.遵法精神　3.客観的・科学的事実認識　4.合理的手続き　5.適時性の要件を確保するよう努めて

おり、当社のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると判断しております。
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　ハ．内部統制システムの整備の状況

　当社は、取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を定めております。当社取締役会

は、取締役の職務執行が法令・定款に適合していることを確保するために、内部統制の機能が重要かつ不可

欠であるとの認識に立ち、その整備・充実に向けて自主的な努力をすることとしています。

　内部統制制度を確立しその有効性を確保するために「内部統制委員会」、法令遵守体制を強化し会社業務

の適法性・妥当性を確保するために「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を各委員長とし運営

しております。

　また、企業倫理や遵法精神の確立のために、行動規範である「木曽路行動憲章」を定めて周知・徹底を

図っております。さらに、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、被害の防止に努めるとともに、「公益通

報規程」を定めて、企業倫理や法令遵守の問題に関する公益通報・相談の適正な運営に努めております。

　内部管理面におきましては、部門別・階層別に職務の内容と責任・権限を明確に定め、内部統制を組織的

に実施しております。また会計制度を確立して、総合予算制度、月次損益制度、独立採算制度による利益統

制を実施しております。

 

なお、当社は、当事業年度において、内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、以下のような取

り組みを実施しました。

(1)　コンプライアンスの徹底のため、前事業年度に引き続き、意識啓蒙施策の展開、顧問弁護士による社

内講演、部門毎の勉強会等を実施しました。

(2)　内部監査体制を強化すると共に新基準に沿った厳正監査を実施し、評価制度との連動も見直しまし

た。また、適正な内部通報制度の運用により、風通しのよい企業風土づくりを目指します。

(3)　適正表示のため当社独自の表示ガイドラインにより担当者教育を行い、また、情報システムによる迅

速・効率的な監視を継続して実施しました。

(4)　食品の安全安心確保を補強するため、新たに食品安全管理室を設置し体制面を補強しました。他の衛

生安全を所管する部署との協働により、品質確保と食品事故の未然防止に努めます。

 

　ニ．リスク管理体制の整備の状況

 事業活動に伴うリスクの管理としては、内部監査室、衛生管理室及び食品安全管理室を設置して飲食業と

しての適正な業務運営の確立に努めております。特に衛生管理室長に対しては、飲食店としての基本である

衛生管理に関して強力な指示・命令権を特別に付与しております。

　また、不祥事故等の未然防止や業績悪化の兆候の早期把握のために、会計システムの整備・充実に努めて

おります。なお、当社経営と業績内容の妥当性につきましては、格付機関等の外部機関による当社経営分

析・評価を活用してこれを検証しております。

　大規模災害の発生時に人的・物的被害を最小限にとどめ、早期に営業を復旧し継続することを目的とする

「事業継続基本計画」を定め、これを周知・徹底しております。

 

②　内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査につきましては、内部監査室（人員３名）を設置して臨店調査を主体に各部店における資産管理・労

務管理・衛生管理等に関して、経営方針の浸透状況や規定遵守状況を監査しております。監査役は、取締役の業

務執行状況の監査とともに、臨店調査により内部規定・基準の妥当性を検証しております。監査役と内部監査室

はそれぞれの監査方針・計画の決定、監査結果の評価において、会計監査人による監査結果と併せて相互に情報

交換を行い、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。また、監査役を補助する使用人を必要

とするときは、適切な者を指名し、監査役の指揮・命令の下で、取締役から独立して、補助業務に当たらせるこ

ととしています。

　社外監査役平野善得氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。

　当社は、非業務執行取締役並びに監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分発揮できるよう責

任限定契約を締結できる旨定款に定めております。当社と各社外取締役並びに各社外監査役との間に、会社法第

427条第１項の損害賠償責任の限度額を同法第425条第１項の最低責任限度額に限定する契約を締結しておりま

す。
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③　社外取締役及び社外監査役

　　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外

部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引

所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。

　社外監査役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な

助言をいただくために選任しております。また、監査役３名のうち２名は社外監査役（うち女性１名）であり、

かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。

　社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東

京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関する

ガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。

　社外取締役及び社外監査役と当社の間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

はありません。

　社外取締役松井常芳氏は、東邦ガスリビング株式会社の相談役を兼職しております。当該会社と当社との間に

は記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役

社長を兼職しております。当該各会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の

利害関係はありません。

　社外監査役平野善得氏は、愛三工業株式会社の社外監査役を兼職しております。当該会社と当社との間には記

載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は平成27年９月まで当

社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。当社は、当該監査法人との間に、会

社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

　なお、事業年度の会計監査の開始に当たり、監査役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な

監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査役と会計監査人は、定期的に情報・

意見交換を行うほか、監査役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算にお

いては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受

け、意見交換を実施しています。

 

④　役員報酬等

　イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 区　　分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等種類別の総額（百万円）
対象となる役員

の員数（人）基本報酬
ストックオプ

ション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
161 161 － － － ７

監査役

（社外監査役を除く）
12 12 － － － ２

社外役員 11 11 － － － ４

（注）１．報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成27年６月25日開催の定時株主総会決議において、年額300百万円（うち

社外取締役分は年額30百万円）を限度としております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含

みません。

３．監査役の報酬限度額は、平成５年６月29日開催の定時株主総会決議において、年額30百万円を限度と

しております。

 

　ロ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　当社は役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありませんが、次のような方

針、方法によって決定しております。

　役員に対する報酬は、基本報酬と賞与により構成されており、退職慰労金については、平成20年６月27日

をもって制度を廃止しております。

　取締役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会決議により一任された代

表取締役が具体的な決定をしております。代表取締役は、独断を回避するため、外部の情報や社外第三者の

意見を参考に、役位、役割、会社業績、他社水準等を総合的に勘案し、具体的な決定をしております。ま

た、賞与については、代表取締役が会社業績及び各取締役の貢献度を勘案のうえ、総額を算定し、定時株主

総会で承認を得ることにしています。
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　監査役に対する基本報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、役割を勘案し、監査役の協議によ

り決定しています。監査役の賞与については、会社業績及び役割を勘案のうえ、総額を算定し、取締役の賞

与と一括して定時株主総会で承認を得ることにしています。

　なお、当事業年度（平成28年３月期）に係る役員賞与はありません。

 

⑤　株式の保有状況

　イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　　　　１５銘柄　　1,366百万円

 

　ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

　前事業年度

　　特定投資株式

銘　柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社愛知銀行 45,600 279 取引関係の維持のため

株式会社名古屋銀行 655,000 261 取引関係の維持のため

アイカ工業株式会社 83,300 233 協業関係強化のため

株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ
259,080 192 取引関係の維持のため

東プレ株式会社 79,400 149 協業関係強化のため

鴻池運輸株式会社（注） 100,000 127 協業関係強化のため

アイホン株式会社 56,200 103 協業関係強化のため

株式会社御園座 240,000 70 地域貢献の一環として

中部水産株式会社 162,000 43 協業関係強化のため

株式会社エディオン 42,400 38 協業関係強化のため

三井住友トラスト・ホールディ

ングス株式会社
25,610 12 取引関係の維持のため

株式会社りそなホールディングス 8,152 4 取引関係の維持のため

（注）平成27年４月１日付で１株につき２株の割合で株式分割を実施しており、表示株式数は、分割後の株式数で

表示しております。
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　当事業年度

　　特定投資株式

銘　柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

株式会社名古屋銀行 655,000 242 取引関係の維持のため

株式会社愛知銀行 45,600 215 取引関係の維持のため

アイカ工業株式会社 　83,300 196 協業関係強化のため

東プレ株式会社 79,400 166 協業関係強化のため

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ
259,080 135 取引関係の維持のため

鴻池運輸株式会社 100,000 131 協業関係強化のため

アイホン株式会社 56,200 105 協業関係強化のため

株式会社御園座 　240,000 82 地域貢献の一環として

中部水産株式会社 　162,000 41 協業関係強化のため

株式会社エディオン 　42,400 36 協業関係強化のため

三井住友トラスト・ホールディ

ングス株式会社
　25,610 8 取引関係の維持のため

株式会社りそなホールディングス 　8,152 3 取引関係の維持のため

 

　ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

　　　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておりません。

 

⑥　会計監査の状況

イ．業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

瀧沢　宏光 （有限責任監査法人ト－マツ）

神野　敦生 （有限責任監査法人ト－マツ）

 

ロ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 　　　　　　　６名

公認会計士試験合格者等 　３名

その他    　　　　　　　11名

 

⑦　取締役の定数

当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選

任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑨　自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行が可能になるように、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議

によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

EDINET提出書類

株式会社　木曽路(E03121)

有価証券報告書

26/65



 

⑩　中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の

決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑪　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主

総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであ

ります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく
　報酬（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく
　報酬（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

20 － 21 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

　該当事項はありません。

 

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

　該当事項はありません。

 

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等

が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
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第５【経理の状況】

１．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。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

で）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、公益財団法人財務会

計基準機構へ加入し、会計基準等の内容や変更等を適切に把握し、社内周知できる体制を整備しております。また、公

益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催する会計基準等のセミナーに参加しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,554 13,403

売掛金 943 1,031

商品及び製品 42 40

原材料及び貯蔵品 574 561

前払費用 424 431

繰延税金資産 323 391

その他 45 36

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,906 15,895

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,282 18,776

減価償却累計額 △11,919 △12,212

建物（純額） 7,363 6,563

構築物 1,785 1,789

減価償却累計額 △1,307 △1,367

構築物（純額） 478 421

機械及び装置 558 502

減価償却累計額 △477 △448

機械及び装置（純額） 80 54

車両運搬具 25 15

減価償却累計額 △19 △8

車両運搬具（純額） 6 7

工具、器具及び備品 3,035 3,066

減価償却累計額 △2,544 △2,575

工具、器具及び備品（純額） 490 490

土地 5,723 5,723

リース資産 1,185 1,426

減価償却累計額 △937 △1,016

リース資産（純額） 248 409

建設仮勘定 173 73

有形固定資産合計 14,565 13,744

無形固定資産   

借地権 21 18

ソフトウエア 118 89

商標権 1 1

その他 12 8

無形固定資産合計 153 117
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

投資その他の資産   

投資有価証券 1,691 1,851

出資金 0 0

長期前払費用 114 137

繰延税金資産 455 606

長期預金 520 520

差入保証金 ※１ 4,789 ※１ 4,720

その他 47 50

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 7,588 7,856

固定資産合計 22,306 21,719

資産合計 38,213 37,614

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,205 1,309

短期借入金 950 920

リース債務 69 89

未払金 79 95

未払費用 1,819 1,932

未払法人税等 8 337

前受金 0 0

預り金 184 188

賞与引当金 477 486

ポイント引当金 287 316

資産除去債務 8 59

その他 704 312

流動負債合計 5,795 6,049

固定負債   

リース債務 198 354

長期未払金 322 251

退職給付引当金 1,026 988

資産除去債務 1,324 1,300

長期預り保証金 23 10

固定負債合計 2,895 2,905

負債合計 8,690 8,954
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当事業年度

(平成28年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,056 10,056

資本剰余金   

資本準備金 9,872 9,872

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 9,875 9,875

利益剰余金   

利益準備金 392 392

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 45 43

別途積立金 8,200 8,200

繰越利益剰余金 673 △74

利益剰余金合計 9,311 8,561

自己株式 △118 △120

株主資本合計 29,124 28,373

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 397 286

評価・換算差額等合計 397 286

純資産合計 29,522 28,659

負債純資産合計 38,213 37,614
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

売上高   

商品及び製品売上高 43,419 44,150

不動産賃貸収入 10 10

売上高合計 43,430 44,161

売上原価   

商品及び製品売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 37 42

当期商品仕入高 176 172

当期製品製造原価 1,197 1,159

当期店舗材料費 ※１ 12,491 ※１ 13,116

合計 13,903 14,491

商品及び製品期末たな卸高 42 40

商品及び製品売上原価 13,860 14,451

不動産賃貸原価 2 1

売上原価合計 13,862 14,453

売上総利益 29,568 29,708

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,156 1,139

役員報酬 169 186

給料及び手当 13,692 13,816

賞与引当金繰入額 471 478

退職給付費用 439 417

福利厚生費 1,342 1,409

募集教育費 267 304

旅費及び交通費 533 520

水道光熱費 1,661 1,494

消耗品費 1,053 1,104

修繕費 640 527

清掃装飾管理費 1,002 1,017

租税公課 154 146

事業税 130 184

事業所税 50 48

賃借料 3,993 3,972

減価償却費 1,304 1,176

その他 1,270 1,260

販売費及び一般管理費合計 29,333 29,205

営業利益 234 502
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

営業外収益   

受取利息 15 14

受取配当金 26 26

受取手数料 5 4

協賛金収入 8 13

雑収入 12 9

営業外収益合計 67 69

営業外費用   

支払利息 8 7

訴訟関連費用 10 －

賃貸借契約解約損 1 60

雑損失 5 5

営業外費用合計 25 74

経常利益 275 497

特別利益   

固定資産売却益 － ※２ 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 ※３ 45 ※３ 36

減損損失 ※４ 614 ※４ 652

特別損失合計 660 688

税引前当期純損失（△） △385 △188

法人税、住民税及び事業税 262 360

法人税等調整額 △45 △160

法人税等合計 216 199

当期純損失（△） △601 △388
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費        

１．期首原材料たな卸高  472   553   

２．当期原材料仕入高  12,710   13,214   

３．配送費  655   676   

合計  13,838   14,444   

４．期末原材料たな卸高  553   551   

５．他勘定振替高 ※１ 12,491 793 66.2 13,116 776 66.9

Ⅱ　労務費   190 15.9  185 16.0

Ⅲ　経費   214 17.9  197 17.0

（うち消耗品費）   (14) (1.2)  (15) (1.4)

（うち減価償却費）   (65) (5.5)  (54) (4.7)

当期総製造費用   1,197 100.0  1,159 100.0

当期製品製造原価 ※２  1,197   1,159  

　（注）※１　他勘定振替高の内訳は、店舗材料費であります。

※２　原価計算の方法は、総合原価計算によっております。

 

【不動産賃貸原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　減価償却費  0 27.2 0 26.0

Ⅱ　租税公課  1 70.0 1 70.0

Ⅲ　その他経費  0 2.8 0 4.0

合計  2 100.0 1 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 10,056 9,872 2 9,875 392 46 8,200 1,340 9,979

会計方針の変更による累積的影響額        294 294

会計方針の変更を反映した当期首残高 10,056 9,872 2 9,875 392 46 8,200 1,635 10,274

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の積立      2  △2 －

固定資産圧縮積立金の取崩      △3  3 －

剰余金の配当        △361 △361

当期純損失（△）        △601 △601

自己株式の取得          

自己株式の処分   0 0      

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － 0 0 － △0 － △962 △962

当期末残高 10,056 9,872 2 9,875 392 45 8,200 673 9,311

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △116 29,794 205 205 30,000

会計方針の変更による累積的影響額  294   294

会計方針の変更を反映した当期首残高 △116 30,089 205 205 30,294

当期変動額      

固定資産圧縮積立金の積立  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩  －   －

剰余金の配当  △361   △361

当期純損失（△）  △601   △601

自己株式の取得 △2 △2   △2

自己株式の処分 0 0   0

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

  192 192 192

当期変動額合計 △2 △965 192 192 △772

当期末残高 △118 29,124 397 397 29,522
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当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 10,056 9,872 2 9,875 392 45 8,200 673 9,311

当期変動額          

固定資産圧縮積立金の積立      1  △1 －

固定資産圧縮積立金の取崩      △3  3 －

剰余金の配当        △361 △361

当期純損失（△）        △388 △388

自己株式の取得          

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － △2 － △747 △750

当期末残高 10,056 9,872 2 9,875 392 43 8,200 △74 8,561

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △118 29,124 397 397 29,522

当期変動額      

固定資産圧縮積立金の積立  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩  －   －

剰余金の配当  △361   △361

当期純損失（△）  △388   △388

自己株式の取得 △1 △1   △1

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

  △110 △110 △110

当期変動額合計 △1 △751 △110 △110 △862

当期末残高 △120 28,373 286 286 28,659
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △385 △188

減価償却費 1,370 1,231

減損損失 614 652

賞与引当金の増減額（△は減少） △21 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 △37

ポイント引当金の増減額（△は減少） 157 29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △41 △41

支払利息 8 7

固定資産除却損 45 36

賃貸借契約解約損 1 60

売上債権の増減額（△は増加） 60 △87

たな卸資産の増減額（△は増加） △72 14

その他の資産の増減額（△は増加） △6 24

仕入債務の増減額（△は減少） △67 103

その他の流動負債の増減額（△は減少） 469 △249

長期未払金の増減額（△は減少） － △71

その他 10 13

小計 2,145 1,507

利息及び配当金の受取額 41 41

利息の支払額 △8 △7

賃貸借契約解約による支払額 △18 △18

法人税等の支払額 △621 △192

法人税等の還付額 － 117

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,537 1,446

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △833 △749

有形固定資産の除却による支出 △27 △39

無形固定資産の取得による支出 △2 △27

投資有価証券の取得による支出 － △400

投資有価証券の売却による収入 － 71

長期前払費用の取得による支出 △11 △46

差入保証金の差入による支出 △65 △93

差入保証金の回収による収入 300 162

その他 △2 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △642 △1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 950 920

短期借入金の返済による支出 △950 △950

リース債務の返済による支出 △139 △85

自己株式の取得による支出 △2 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △361 △361

財務活動によるキャッシュ・フロー △503 △478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 391 △150

現金及び現金同等物の期首残高 13,162 13,554

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 13,554 ※１ 13,403
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【注記事項】

（重要な会計方針）

　１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

① 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、売却原価は総平均法によ

り算定）

② 時価のないもの

　総平均法による原価法

　２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品・仕掛品及び原材料

　総平均法による原価法

② 商品

　先入先出法による原価法

③ 貯蔵品

　先入先出法による原価法

なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

　３．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）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　　　　　　　 3～50年

構築物　　　　　　10～30年

器具及び備品　　　 2～20年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用しておりま

す。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法

なお、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）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④ 長期前払費用

　定額法

　４．引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上してお

ります。

 なお、当事業年度は該当する引当額はありません。

④ ポイント引当金

顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上

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及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。
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(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

　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。

(2) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用は、発生事業年度に全額を費用処理することとしております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

　年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。

　５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

　６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

（未適用の会計基準等）

　　　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）

 

(1）概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上

の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会

計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能

性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、

企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲し

た上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金

資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用する際の指針を定めたも

のであります。
 

（分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し）

・（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

・（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

・（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

・（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する

取扱い

・（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い
 
 
(2）適用予定日

平成28年４月１日以後開始する事業年度の期首から適用します。
 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　　　　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点

　　　　で評価中であります。

 

（貸借対照表関係）

※１　担保資産

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

差入保証金 10百万円 10百万円

計 10 10

　上記を資金決済に関する法律に基づき供託しております。
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（損益計算書関係）

※１　店舗材料費は、営業店舗において直接消費した食材費であります。

 

　※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

　車両運搬具 －百万円 2百万円

計 － 2

 

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

　建物 21百万円 8百万円

　その他 24 28

計 45 36

 

※４　減損損失

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。

 

　　　前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

地域 主な用途 種類
減損損失

（百万円）

東京都 ９店舗 建物等 　　　　　 215

大阪府 ８店舗 建物等 　　　　　 152

千葉県 ３店舗 建物等 　　　　　 128

兵庫県 ３店舗 建物等 　　　　　　60

愛知県 １店舗 建物等 　　　　　　58

計   　　　　　 614

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各店舗を基本単位とし、また、賃貸資産及び遊休資産

については物件単位毎にグルーピングしております。

　当事業年度におきまして、営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、あるいは、収益力の低下により投資額

の回収が見込めない店舗について減損を認識し、各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。当該減少

額を減損損失（614百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物570百万円、その他44百万円であり

ます。

　なお、資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを8.5％で割り

引いて算定しております。
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　　　当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

地域 主な用途 種類
減損損失

（百万円）

愛知県 ６店舗 建物等 　　　　　 172

大阪府 ４店舗 建物等 　　　　　 129

神奈川県 ３店舗 建物等 　　　　　 118

東京都 ４店舗 建物等 　　　　　 100

千葉県 １店舗 建物等 　　　　　　44

兵庫県 ３店舗 建物等 　　　　　　36

和歌山県 １店舗 建物等 　　　　　　33

福岡県 １店舗 建物等 　　　　　　17

計   　　　　　 652

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各店舗を基本単位とし、また、賃貸資産及び遊休資産

については物件単位毎にグルーピングしております。

　当事業年度におきまして、営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、あるいは、収益力の低下により投資額

の回収が見込めない店舗について減損を認識し、各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。当該減少

額を減損損失（652百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物589百万円、その他63百万円であり

ます。

　なお、資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを7.5％で割り

引いて算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
　株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 25,913 － － 25,913

合計 25,913 － － 25,913

自己株式     

普通株式（注） 75 1 0 76

合計 75 1 0 76

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

　２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 180 7 平成26年３月31日 平成26年６月27日

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 180 7 平成26年９月30日 平成26年11月28日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 180 利益剰余金 7 平成27年３月31日 平成27年６月26日

 

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
　株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 25,913 － － 25,913

合計 25,913 － － 25,913

自己株式     

普通株式（注） 76 0 － 77

合計 76 0 － 77

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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　２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 180 7 平成27年３月31日 平成27年６月26日

平成27年10月30日

取締役会
普通株式 180 7 平成27年９月30日 平成27年11月27日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 180 利益剰余金 7 平成28年３月31日 平成28年６月29日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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

  
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

 現金及び預金勘定 13,554百万円 13,403百万円

 現金及び現金同等物 13,554 13,403

 

２ 重要な非資金取引の内容

　ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

ファイナンス・リース取引に係る資産の額 85百万円 243百万円

ファイナンス・リース取引に係る債務の額 96 262

 

（リース取引関係）

（借主側）

 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

　有形固定資産

主として店舗における送迎用バス及び情報機器（「車両運搬具」及び「器具及び備品」）であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

　　　　当社は、資金運用については、資金予算及び資金計画の範囲内で、安全性、流動性、収益性に留意して行うこと

としています。また、資金調達については、銀行借入、リース、新株・社債等の発行による方針であります。な

お、当社はデリバティブ取引については、現在利用しておらず、投機的な取引は行いません。

 

　　（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　①　営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の

経理規程に従い、掛売取引を新規に開始するときは経理部長の承認を要することとしております。また、取引

先ごとの期日管理及び残高管理を行い、締め後３ヶ月を経過した場合は、速やかな回収を図る体制としており

ます。

　　②　投資有価証券のうち株式等については、市場価格の変動リスクに晒されております。主に業務上の関係を有

する企業の株式であり、定期的に把握された時価を取締役会に報告しております。また、債券は時価の状況に

もよりますが、すべて満期まで保有する予定であります。

　　③　差入保証金は店舗用の土地・建物の賃借に伴うものであって、これについては貸主の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクについては、当社の業務規程に従って、定期的に貸主の信用状況を把握することとして

います。また、差入保証金については、契約期日前の解約に伴う返還請求権喪失のリスクに晒されております

が、これについては、賃貸借期間を適切に設定するよう努めております。

　　④　営業債務である買掛金は、平均１ヶ月以内の支払期日であります。

　　⑤　短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。借入金等、金融機関からの資金調達は、経理規程に

従って稟議決裁を要し、重要なものについては取締役会の承認を要することとしています。変動金利の借入金

は、金利の変動リスクに晒されていますが、重要性に乏しいのでヘッジ手段は講じておりません。

　　⑥　営業債務や短期借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次で資金収支計画を作成して管

理しております。

 

　　（３）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、市場価格が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。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　　　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。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（（注）２．参照）。

 

　　　　前事業年度（平成27年３月31日）

（単位：百万円）

区　　分 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

(1）現金及び預金 13,554 13,554 －

(2）売掛金 943 943 －

(3）投資有価証券 1,691 1,691 －

(4）長期預金 520 499 △20

(5）差入保証金 4,789 4,532 △256

資　産　計 21,497 21,221 △276

(1）買掛金 1,205 1,205 －

(2）短期借入金 950 950 －

負　債　計 2,155 2,155 －
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　　　　当事業年度（平成28年３月31日）

（単位：百万円）

区　　分 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

(1）現金及び預金 13,403 13,403 －

(2）売掛金 1,031 1,031 －

(3）投資有価証券 1,851 1,851 －

(4）長期預金 520 520 －

(5）差入保証金 4,720 4,575 △144

資　産　計 21,525 21,381 △144

(1）買掛金 1,309 1,309 －

(2）短期借入金 920 920 －

負　債　計 2,229 2,229 －

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

 

 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、時価は帳簿価額と近似していることから、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、債券等は基準価額又は取引金融機関

から提示された価格によっております。

　　　　　　　 (4) 長期預金

　これらの時価について、元利金の合計を同様の新規預入れ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。

　　　　　　 　(5) 差入保証金

　これらの時価について、契約期間及び過去の契約更新等並びに信用リスクを勘案し、その将来の

キャッシュ・フローを国債の利回り等の適切な利率で割り引いた現在価値により算定しておりま

す。

 負 　債

　　　　　　 　(1) 買掛金、(2) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

　　　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の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区　　分
前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

非上場株式 0 0

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「（3）投資有価証券」には含めておりません。
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　　　３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

　　　　　前事業年度（平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 13,554 － － －

売掛金 943 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券（社債） － 100 － －

長期預金 － － － 520

差入保証金 154 2,667 1,096 931

合計 14,652 2,767 1,096 1,451

 

　　　　　当事業年度（平成28年３月31日）

（単位：百万円）
 

 １年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 13,403 － － －

売掛金 1,031 － － －

投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

債券（社債） － 100 － 400

長期預金 － 520 － －

差入保証金 130 2,703 1,107 835

合計 14,564 3,323 1,107 1,235
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

　　前事業年度（平成27年３月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価 (百万円) 差額（百万円）

 貸借対照表計上額が取得原価を

 超えるもの
   

　（1）　株式 1,516 971 544

　（2）　債券    

　　　　①　国債・地方債等 － － －

　　　　②　社債 102 99 2

　　　　③　その他 － － －

　（3）　その他 72 71 1

小計 1,691 1,142 549

 貸借対照表計上額が取得原価を

 超えないもの
   

　（1）　株式 － － －

　（2）　債券    

　　　　①　国債・地方債等 － － －

　　　　②　社債 － － －

　　　　③　その他 － － －

　（3）　その他 － － －

小計 － － －

合計 1,691 1,142 549
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　　当事業年度（平成28年３月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価 (百万円) 差額（百万円）

 貸借対照表計上額が取得原価を

 超えるもの
   

　（1）　株式 866 445 421

　（2）　債券    

　　　　①　国債・地方債等 － － －

　　　　②　社債 101 99 2

　　　　③　その他 － － －

　（3）　その他 － － －

小計 968 544 424

 貸借対照表計上額が取得原価を

 超えないもの
   

　（1）　株式 498 526 △27

　（2）　債券    

　　　　①　国債・地方債等 － － －

　　　　②　社債 383 400 △16

　　　　③　その他 － － －

　（3）　その他 － － －

小計 882 926 △44

合計 1,851 1,471 380

　　（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券の貸借対照表計上額

（単位：百万円）

区分
前事業年度

（平成27年３月31日）

当事業年度

（平成28年３月31日）

 非上場株式 0 0

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の株式

には含めておりません。
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２．売却したその他有価証券

　　前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

　　当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

　（1）　株式 － － －

　（2）　債券    

　　　　①　国債・地方債等 － － －

　　　　②　社債 － － －

　　　　③　その他 － － －

　（3）　その他 71 0 －

小計 71 0 －

 

３．減損処理を行った有価証券

　　前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28

年３月31日）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金及び確定給付企業年金制度並びに複数事業主により設立され

た厚生年金基金を採用しております。

　退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。

　確定給付年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給します。

　なお、複数事業主制度の厚生年金基金制度は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができ

ないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

退職給付債務の期首残高 2,324百万円 1,918百万円

会計方針の変更による累積的影響額 △457 － 

会計方針の変更を反映した期首残高 1,866 1,918 

勤務費用 200 203 

利息費用 9 9 

数理計算上の差異の発生額 △12 △14 

退職給付の支払額 △145 △158 

退職給付債務の期末残高 1,918 1,959 

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

年金資産の期首残高 880百万円 940百万円

期待運用収益 13 14 

数理計算上の差異の発生額 △1  2  

事業主からの拠出額 115 124 

退職給付の支払額 △68 △59 

年金資産の期末残高 940 1,021 

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 892百万円 920百万円

年金資産 △940 △1,021 

 △47 △100 

非積立型制度の退職給付債務 1,025 1,038 

未積立退職給付債務 978 937 

未認識数理計算上の差異 47 51 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,026 988 

     

退職給付引当金 1,026 988 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,026 988 
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

勤務費用 200百万円 203百万円

利息費用 9 9 

期待運用収益 △13 △14 

数理計算上の差異の費用処理額 △3 △14 

確定給付制度に係る退職給付費用 193 185 

 

(5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

  
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

一般勘定  100％ 100％

合　計  100  100  

 

②　長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

割引率 0.5％ 0.5％

長期期待運用収益率 1.5％ 1.5％

　（注）退職給付債務の計算において、予想昇給率は使用しておりません。

 

３．複数事業主制度

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度249百万円、

当事業年度235百万円であります。
 
(1）複数事業主制度の直近の積立状況

 前事業年度 当事業年度
 （平成27年３月31日） （平成28年３月31日）

年金資産の額 165,328百万円 194,263百万円

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金の額との合計額
△175,344 △197,547

差引額 △10,016 △3,283

 

(2）複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

前事業年度　3.42％　　（平成26年３月分）

当事業年度　3.61％　　（平成27年３月分）

 

(3）補足説明

　上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前事業年度266百万円、当事業年度113百

万円）及び繰越不足金（前事業年度6,209百万円、当事業年度11,849百万円）であります。

　本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等償却であり、償却残余期間は０年８ヶ月であります。

　また、年金財政計算上の繰越不足金（前事業年度6,209百万円、当事業年度11,849百万円）については、財政再

計算に基づき必要に応じて特別掛金率を引き上げる等の方法により処理されることとなります。

　なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
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（税効果会計関係）

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

 前事業年度

（平成27年３月31日）
 

当事業年度

（平成28年３月31日）

①　流動の部    

繰延税金資産    

賞与引当金 157百万円 149百万円

未払事業税等 31  58

資産除去債務 2  18

ポイント引当金 94  97

その他 36  66

繰延税金資産合計 323  391

②　固定の部    

繰延税金資産    

退職給付引当金 331  302

長期未払金 104  76

減損損失 290  436

資産除去債務 426  397

投資有価証券評価損 27  25

その他 117  117

繰延税金資産小計 1,297  1,355

評価性引当額 △550  △539

繰延税金資産合計 746  816

繰延税金負債    

有形固定資産 △117  △97

固定資産圧縮積立金 △21  △18

その他有価証券評価差額金 △151  △93

その他 △1  －

繰延税金負債合計 △291  △209

繰延税金資産の純額 455  606

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
 前事業年度

（平成27年３月31日）
 

当事業年度

（平成28年３月31日）

法定実効税率 35.5％  33.0％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 △16.6  △32.4

住民税均等割 △30.6  △61.9

評価性引当額 △22.6  △10.0

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △22.2  △36.6

その他 0.4  2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △56.2  △105.6

 

３.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び、「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平

成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の

引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率

は、従来の32.23％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込

まれる一時差異については30.79％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につい

ては、30.56％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は49百万円減少し、法人税等調整

額が54百万円、その他有価証券評価差額金が５百万円、それぞれ増加しております。
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（持分法損益等）

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

　当社は、関係会社がありませんので該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

 各飲食店舗用の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
 

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は0.4～2.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。
 

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

期首残高 1,367百万円 1,333百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 3 15

時の経過による調整額 16 16

資産除去債務の履行による減少額 △44 △17

その他の増減額（△は減少） △9 11

期末残高 1,333 1,359

 

（賃貸等不動産関係）

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

　当社は、料理・飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店のほか付随的に外販・不動産賃貸等を営んでおり

ますが、飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％以上を占めるものが

ありませんので、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至

平成28年３月31日）

　当社は単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至

平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　

至　平成28年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

　前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）及び当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　

平成28年３月31日）

　当社は、関連当事者との重要な取引はありませんので該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 

 

 

前事業年度

（自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日）

当事業年度

（自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日）

１株当たり純資産額 1,142円64銭 1,109円30銭

１株当たり当期純損失金額（△） △23円27銭 △15円03銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

当期純損失（△）（百万円） △601 △388

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △601 △388

普通株式の期中平均株式数（千株） 25,837 25,836

 

（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】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差　　　引
当期末残高
（百万円）

有形固定資産        

建物 19,282 500
1,007

(589)
18,776 12,212 702 6,563

構築物 1,785 55
51

(27)
1,789 1,367 82 421

機械及び装置 558 － 55 502 448 26 54

車両運搬具 25 10 20 15 8 5 7

工具、器具及び備品 3,035 316
285

(35)
3,066 2,575 276 490

土地 5,723 － － 5,723 － － 5,723

リース資産 1,185 243
2

(0)
1,426 1,016 80 409

建設仮勘定 173 884 984 73 － － 73

有形固定資産計 31,770 2,010
2,407

(652)
31,373 17,628 1,172 13,744

無形固定資産        

借地権 － － － 38 20 3 18

ソフトウエア － － － 488 399 54 89

商標権 － － － 3 2 0 1

その他 － － － 20 11 0 8

無形固定資産計 － － － 551 433 59 117

長期前払費用 114 53 29 137 － － 137

　（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　　［建　物　他］　　　　　新設店舗　　　　２店　　 233百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既存店舗改装等　４店　　 358百万円

　　　　　　　［リース資産］　　　　　送迎用バス　　　　　　　 160百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店舗ルータリプレース　　　30百万円

　　　　　　　［建設仮勘定］　　　　　新設店舗等の建物工事代金等

　　　　２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　　［建　物　他］　　　　　改装および撤退等　　　　 886百万円

　　　　３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

　　　　４．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

 短期借入金 950 920 0.8 －

 １年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

 １年以内に返済予定のリース債務 69 89 － －

 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

 リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 198 354 －
平成29年４月～

平成37年３月

 その他有利子負債 － － － －

合計 1,217 1,364 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

　　　　　　貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

　　　　３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 79 71 63 45

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 30 12 － 12 30

賞与引当金 477 486 477 － 486

ポイント引当金 287 316 287 － 316

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替えであります。

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債

務明細表の記載を省略しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 130

預金  

当座預金 8,312

普通預金 4,670

通知預金 70

定期預金 220

小計 13,273

合計 13,403

 

ロ．売掛金

主な相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

株式会社ジェーシービー 276

三菱ＵＦＪニコス株式会社 255

りそなカード株式会社 142

ユーシーカード株式会社 98

イオンクレジットサービス株式会社 36

その他 220

合計 1,031

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（百万円）

(A)

当期発生高
（百万円）

(B)

当期回収高
（百万円）

(C)

当期末残高
（百万円）

(D)
回収率（％）

月平均発生高
（百万円）

(E)

月平均売掛金残
高（百万円）

(F)
滞留期間

    

 
(C)

(A) ＋ (B)
 
　　　　×100

 
(B)

12
 

 
(A)＋(D)

2
 

 
(F)

(E)
 

943 20,877 20,789 1,031 95.3 1,739 987 0.6ヶ月

　（注）金額は消費税等を含めております。
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ハ．たな卸資産

区分 主な内容 金額（百万円）

商品及び製品 胡麻だれ・ぽん酢等 3

 しぐれ煮等 36

 計 40

原材料及び貯蔵品 肉類 354

 魚介類 39

 野菜類 29

 飲料 35

 米・パン類 7

 乳製品 2

 調理済加工食品他 83

 消耗品（注） 10

 計 561

合計 － 602

　（注）営業店で使用する消耗品及び外販の副資材に係るものであります。

②　固定資産

　差入保証金

内容 金額（百万円）

店舗・事務所差入保証金（注） 4,674

その他 45

合計 4,720

　（注）建設協力金及び駐車場差入保証金を含んでおります。

 

③　流動負債

　買掛金

相手先 金額（百万円）

全農ミートフーズ株式会社 90

株式会社赤羽商店 61

中日本フード株式会社 45

株式会社鈴木酒販 44

株式会社伊勢屋 39

その他 1,028

合計 1,309
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　未払費用

内容 金額（百万円）

従業員給与等 1,103

社会保険料 181

店舗・事務所水道光熱費 113

その他 534

合計 1,932

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（百万円） 10,023 19,741 32,222 44,161

税引前四半期（当期）純損失金額

（△）（百万円）
△530 △1,053 △404 △188

四半期（当期）純損失金額（△）

（百万円）
△368 △761 △397 △388

１株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円）
△14.27 △29.46 △15.39 △15.03

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

△14.27 △15.19 14.07 0.36
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

 

 

（特別口座）

名古屋市中区栄三丁目15番33号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

 

 

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取・売渡手数料 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

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載する。

株主に対する特典

株主優待制度

①株主優待の方法

100株以上保有の株主に対して、下記のように当社の全店舗で利用でき

る株主優待券を年２回交付

　100株以上　　500株未満　　　　1,600円相当

　500株以上　1,000株未満　　　　8,000円相当

　1,000株以上　　　　　　 　　16,000円相当

②対象株主及び発行日

　　３月末現在の単元株主に対し、６月末に発行

　　９月末現在の単元株主に対し、12月中旬に発行

③有効期限

発行日より１年間

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並

びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  

事業年度（第66期）（自平成26年４月１日　至平成27年３月31日）

 

平成27年６月25日関東財務局長に提出

 

（2）内部統制報告書及びその添付書類

 

平成27年６月25日関東財務局長に提出

 

（3）四半期報告書及び確認書  

事業年度（第67期第１四半期）（自平成27年４月１日　至平成27年６月30日）平成27年８月７日関東財務局長に提出

事業年度（第67期第２四半期）（自平成27年７月１日　至平成27年９月30日）平成27年11月６日関東財務局長に提出

事業年度（第67期第３四半期）（自平成27年10月１日　至平成27年12月31日）

 

平成28年２月５日関東財務局長に提出

 

（4）臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

 

 

平成28年３月16日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

   平成２８年６月28日

株式会社木曽路    

 

 　取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 瀧沢　宏光　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 神野　敦生　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社木曽路の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６７期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属

明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

木曽路の平成２８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社木曽路の平成２８

年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社木曽路が平成２８年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会
社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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