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株式事務手続きのご案内

事　業　年　度　 毎年4月1日から3月31日まで

定 時 株 主 総 会 決算期日の翌日から3ヶ月以内

基 準 日 毎年3月31日

配当金受領株主確定日 期末配当金　毎年3月31日

中間配当を行う場合は毎年9月30日

※なお、当期は中間配当を行っておりません。

公　告　方　法 電子公告。ただし、やむを得ない事由により電子公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

公告掲載URL（http://www.yakiniku.jp/）

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

〒100－8212 フリーダイヤル 0120－232－711

同　取　次　所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

単 元 株 式 数 100株

証 券 コ ー ド 7622（ジャスダック証券取引所に上場）

株 主 優 待 基準日（毎年3月31日）現在の株主名簿又は実質株主名簿

に記載された株主様に以下の内容で当社各店舗で飲食の際

ご利用いただける優待券を贈呈いたします。

■100株以上500株未満ご所有の株主様 1,000円相当

■500株以上1,000株未満ご所有の株主様 5,000円相当

■1,000株以上ご所有の株主様 10,000円相当
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● 本冊子に関するお問い合わせ窓口

経営企画部 電話（058）380-2226
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株主のみなさまにおかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。また、平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼を申し上げます。

この度、代表取締役会長に就任いたしました杉本英雄でございます。

当社は、第27期（平成19年3月期）において、有限会社グランドディッ

シュを割当先とした総額30億円の新株予約権の権利行使により債務超過

を解消いたしました。併せて期末有利子負債残高も前年度末の89億円

から59億円へ大きく減少するなど財務基盤の改善が大きく進展しており

ます。

また、営業面でも「企業変革プロジェクト」と名付けた再建計画の下、

経営体質の改善に取組んできた結果、結果こそ3期連続の営業赤字ならび

に4期連続の当期純損失となったものの、商品の品質や価格競争力は着実

に向上しており、積極的な店舗の修繕により顧客満足度についても大き

な改善が見られております。

今回、当社では、こうした足元の改善を踏まえて、この機会を最大限

に活かすことを目的に、再建に向けた抜本的な体制の見直しを行ってお

ります。

平成19年4月19日の株式会社ジー・コミュニケーションによる当社株

式に対する公開買付けへの賛同表明に続き、同5月31日には公開買付け

が完了。教育ならびに外食の分野で幅広い事業展開を行っているジー・

コミュニケーショングループの一員となっております。

今後は、同社グループの持つ、FC加盟店開発、店舗の設計・施工、食

材の商流・物流などのノウハウに加え、外食事業における多様な業態ラ

インアップを活かして、当社の収益性の向上、事業の再生と企業価値の

増大に取組んで行く方針です。

株主のみなさまには、前期に続き期末配当を見送るなど、多大なご迷

惑とご心配をお掛けしたことを深くお詫びするとともに、今後の業績回

復に向けた取組みについてのご理解とご支援を賜りますようお願い申し

上げます。

代表取締役会長 杉本　英雄

「歓び、輝き、人とともに」

人間的で顧客に愛され

永遠に発展する躍動的な企業をめざす。
経営理念

1993年（平成5年） 10月 焼肉屋さかい1号店を岐阜県岐阜市に開店
ロードサイド型焼肉専門店の経営を開始

1994年（平成6年） 6月 焼肉屋さかいFC1号店を岐阜県各務原市に開店
フランチャイズ展開を開始

1996年（平成8年） 10月 商号を株式会社焼肉屋さかいに変更し、
同時に本店を岐阜県各務原市蘇原東栄町
2丁目103番地に移転

1999年（平成11年） 3月 100店舗達成

1999年（平成11年）11月 株式を店頭登録し、
資本金を8億5,100万円に増資
さかい食品株式会社設立

2001年（平成13年）12月 200店舗達成

2002年（平成14年） 5月 株式会社まるさ水産設立

2004年（平成16年） 4月 東京都千代田区外神田6丁目14番7号に本社移転

2005年（平成17年） 7月 株式会社まるさ水産を吸収合併
2006年（平成18年） 7月 さかい食品株式会社を解散（11月精算）

新株予約権が権利行使され、
資本金を23億63百万円に増資
有限会社グランドディッシュが親会社となる

2006年（平成18年） 8月 東海本部を愛知県北名古屋市に移転
岐阜事務センターを岐阜県各務原市に設置

2007年（平成19年） 5月 株式会社ジー・コミュニケーションが、
当社株式の51％を取得
有限会社グランドディッシュに代わり親会社となる

会社沿革
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当社は昭和55年の創業以来、平成5年に開始した焼肉

レストラン事業を中心に、平成11年にはジャスダック証

券取引所（当時は店頭市場）への上場を果たすなど順調

に成長を続けてまいりました。

しかしながら、外食産業では毎年、数多くの新業態が

生まれており、業態内、業態外を問わず競争は益々激し

さを増しています。当社も、平成13年と平成15年の2度

にわたり発生したBSEの影響もあり平成15年以来、4期

連続で当期純損失を計上するなど厳しい経営環境が続い

ております。

こうした中、当社でも、昨年の増資に続き、再度、再

建に向けた抜本的な体制の見直しが必要との認識にたち、

経営体制の強化を検討してまいりました。

平成19年4月19日には、株式会社ジー・テイスト

（JASDAQ：2694）、株式会社パオ（東証2部：7474）、

株式会社グローバルアクト（東証2部：7428）の上場3

社を連結子会社に持ち、名古屋を中心に外食事業を幅広

く展開している株式会社ジー・コミュニケーションによ

る当社株式への公開買付けの発表に対し、賛同の意を表

明いたしました。

同公開買付けは平成19年5月28日に無事終了し、その

結果、当社は5月31日付けで株式会社ジー・コミュニケ

ーションの連結子会社となっております。

今後は、同社のFC加盟店開発、店舗の設計・施工、食

材の商流・物流などのノウハウに加え、同社グループの

持つ多様な外食ラインアップとのシナジーを通じ、一層

の収益向上、企業価値の増大に向けて取り組んでまいり

ます。

2007年5月31日、教育と外食を展開中のジー・コミュニケーショングループのメンバーになりました。

会社概要

TOTAL 1,895 店舗

グループ店舗一覧

【商　　　号】 株式会社ジー・コミュニケーション

【本店所在地】 愛知県名古屋市北区黒川本通5丁目

12番地の3

【代　表　者】 代表取締役会長兼社長　稲吉　正樹

【資　本　金】 27億8,626万円（平成19年3月現在）

【事業内容】 グループホールディングス会社・コン

サルティング事業・デザイン施工事業

■ 外食系
TOTAL 直営 FC

仙台平禄 117 91 26

とりあえず吾平 96 31 65

おむらいす亭 89 11 78

モンタボー 80 65 15

焼肉屋さかい 79 56 23

炭火焼肉屋さかい 76 20 56

江戸沢 74 72 2

小樽食堂 67 47 20

高枠舎 58 25 33

長崎ちゃんめん 43 27 16

キャッツカフェ 35 30 5

旗籠家 21 21 -

えん屋 16 15 1

敦煌 11 11 -

大地のテーブル 9 7 2

信天扇 8 3 5

鈴の屋 8 8 -

まるさ水産 7 7 -

地魚屋 6 6 -

その他の業態 87 80 7

合計 987 633 354

■ その他
TOTAL 直営 FC

中国大倉庫 1 1 -

玉峰館 1 1 -

江汐 1 1 -

その他の業態 3 3 -

合計 6 6 0

■ 教育系
TOTAL 直営 FC

ITTO個別指導学院 634 54 580

がんばる学園 194 10 184

EC英会話 46 46 -

TOPS 27 2 25

GRIP! 1 1 -

合計 902 113 789

直営 752店舗
FC 1,143店舗

平成19年6月現在
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1年間の取組み

『飽きない・飽きさせない』常に斬新なメニューを開

発する為に、お客様に対する徹底したモニタリング・ア

ンケート調査を実施し、お客様個々の嗜好・属性を細部

にまで分析。その偽りのないデータをもとに、定番メニ

ューの改定、季節限定メニューの策定等を図ってまいり

ました。また、米国産牛肉の輸入解禁後いち早く安心・

安全な米国産牛肉の提供や主要なメニューを食べ放題で

お楽しみ頂けるオーダー・バイキングシステムの導入な

ど、お客様にとっての『新しい満足』に向けて取組んで

まいりました。

販売促進では、当社自慢の「厚切りカルビ」をお値打

ち価格で販売し、お客様にご賞味頂く機会を提供するな

ど、看板メニューの定着を試みました。また、新たな取

組みとして携帯電話のメールを使用した「キャンペーン

情報発信サービス」を行いました。

5月 ●GW限定半額払い戻し
キャンペーン
●春のおすすめメニュー

6月 ●5円ビール＆半額フェア
（お１人様１杯のみ
生中5円＆3品半額）

7月 ●2006夏フェア
（夏のおすすめメニュー）

8月 ●夏の全店キャンペーン
（夏の開運大抽選会）

9月 ●アメリカ産牛肉の
試験導入開始

●2006秋フェア
（秋のおすすめ
メニュー）

10月 ●グランドメニュー改定

11月 ●秘密隊員大招集会開催！
（携帯電話を使った
サービス開始）

●自慢の逸品

12月 ●テーブルオーダーバイキング
はじめました。（食べ放題）

1月 ●冬の全店キャンペーン
（開運招福キャンペーン）

●自慢の逸品

2月 ●味保証カルビフェア
（人気2種盛り合わせ無料、
味保証カルビ販売）
●USビーフ半額フェア

3月 ●秘密隊員キャンペーン
（携帯会員メール配信販促）

組織再編

コストダウンと本部機能の充実を図る一環として、重

複業務を整理、効率的で機能的な本部体制の構築を目指

した結果、5本部2事業部2室あった本部部門を、商品・

オペレーション・マーケティング・管理の4担当に整理統

合し、従来、複数の事務所に分散していた部署を1部署1

拠点を基本に再編成し、事務所数を削減、要員計画の再

設計を行いました。その結果、本部経費は前年と比べ1億

円以上の大幅な削減が図られました。

30億円を増資、債務超過を解消

平成18年6月5日の臨時株主総会で有限会社グランド

ディッシュに対し発行した第8回新株予約権（1,500万株、

30億円）の実行により、30億円を増資すると共に、

債務超過を解消いたしました。この結果、有限会社グラ

ンドディッシュは当社の筆頭株主兼親会社となりました。

資産効率の見直し

資産効率を高めるべく、新しい本部体制を導入し資産の

売却を行いました。また、下半期に見られた売上の減少に

対して採算の悪化した店舗の見直しを行い、その結果当

期中において直営店11店舗、フランチャイズ店16店舗の

スクラップと2店舗のリニューアルを行いました。

新体制組織図�
（H19.3.31現在）�
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焼肉業態の取組み

■ 資本の部 （単位：千円）

資本金 863,078
資本剰余金 1,271,398
利益剰余金 △3,371,522
その他有価証券評価差額金 86,255
自己株式 △166,617
資本合計 △1,317,407

■ 純資産の部 （単位：千円）

資本金 2,363,078
資本剰余金 2,771,398
利益剰余金 △4,149,209
自己株式 △166,617
株主資本合計 818,649
評価・換算差額等 36,753
純資産合計 855,403

平成18年4月期 平成19年3月期

※公開買付けの結果、平成19年5月31日（株)ジー・コミュニ
ケーションが同社に代って新たに親会社となっております。
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「焼肉業態のフルライン戦略」は焼肉屋さかいが推し進め

ている基本戦略。スタンダードな業態から本格、高級な業態

まで、それぞれ異なるコンセプトの下で立地・店舗・商品･

オペレーションを策定し、ターゲットを絞り込んでお客様の

満足度の向上、新規のお客様の開拓を図っております。縦方

向のフルライン化と同時に、横展開、フランチャイズを中心

としたチェーン展開に取り組んでいます。

基盤となる焼肉事業で培ったノウハウを活かして新規ビジ

ネスを創出すること、これも焼肉屋さかいの基本戦略の１つ

です。ライフスタイルや市場ニーズの変化に目を向け、それ

に合わせていち早く事業を立ち上げる。ビジネスチャンスを

逃さず、しっかりとらえる。この方針の下、鶏料理の「とり

バックス」、鮮魚料理の「鮮魚料理まるさ水産」に加えて、

フライドポテト専門店「ポテッち」や、昔懐かしい喫茶店

「元町珈琲」もスタートしました。

飽きのこない食材と品質で、お腹いっぱい食
べて4人で1万円というポピュラープライス
が何よりの魅力の焼肉屋さかいに、今期は新
しいタイプのデザインが加わりました。
（上記イメージ）

84店

1993年10月

炭火と七輪を用い、昔懐かしい食卓と上質な
味覚を再現しました。本格的な味と雰囲気を
求めるお客様をターゲットとしています。

77店

1995年4月

特撰和牛にこだわり、高級感のある雰囲気で
食事を楽しみたいお客様やグルメな女性に向
けて、上質な和牛を提供しています。愛知県
名古屋市中区で営業しています。

1店

2000年5月

鮮魚をメインとした郊外型レス
トラン「鮮魚料理まるさ水産」。
「産地直送」にこだわった新鮮
な素材でつくった和食を、納得
の価格でお届けしています。元
気で明るい接客と居心地の良さ
をお楽しみ下さい。

7店

2002年2月

鶏料理を活かしたカジュアルダ
イニングレストラン。カジュア
ルなお食事から、地域社会に溶
け込んだ宴会まで幅広く対応で
きる間取りとメニュー構成で多
くの支持を受けています。

2店

2002年11月

日本初のフライドポテト専門
店。買い物途中など、ちょっと
疲れたなという時や、ちょっと
お腹が空いたかなという時も、
時を選ばず、5種類のフライド
ポテトとおいしいデザートがあ
なたをお待ちしています。

1店

2004年7月

元町のある四つの港町、函館・
横浜・神戸・長崎にちなんだ元町
珈琲は港町元町の異国情緒と日
本の和を融合し、くつろぎと癒
しの「本物の空間」を演出しま
した。オリジナルのブレンド珈
琲も港町元町をイメージした特
徴のある昔懐かしいコクのある
味と香りを醸し出しています。

2店

2004年12月

焼肉業態のフルライン戦略 基盤となる焼肉事業で培ったノウハウ

（平成19年3月31日現在）
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■ 558社のFC加盟企業
全てのFCオーナー様と「共存共栄」の理念を共有しFC展

開を行っております。教育事業・外食事業あわせて、558オ
ーナー様に加盟いただいております。
■ 52業態
ジー・コミュニケーショングループが保有するブランドは

52ブランドです。オーナー様には次々に魅力あるブランド
を提供し続けます。ブラッシュアップした業態を全国に展開
していく際に、地域地域で業態競合がおこらないように配慮
します。
■ 直営指導
ジー・コミュニケーショングループの展開するFCブラン

ドは直営を主体に展開いたします。
収益の上がるビジネスだから、直営主体で展開。ただし、

チェーン展開のノウハウとシステムを開発保有していること
から、理念共有できるオーナー様には、FC加盟をいただい
ています。

教育・外食を中心に幅広く事業を展開しております。
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一日の始まり、朝のひととき、親しい仲間との憩いの場や、忙しい仕事の合間

など、お客様すべてが一度店内に足を踏み入れると、のんびりおしゃべりを

楽しみながら、ゆったりとおいしい珈琲を楽しむ上質な時間を提供できる。

そんなお店づくりをしています。まるで友達の家に招待されたような親しみ

を覚え、「ほっ」とお客様を癒せるよう、温かな笑顔でいつでもお迎えできる

ようスタッフの接客には気を配っています。

Staffs Voice

平成16年12月の開店以来、好調な売上を続ける元町

珈琲の拡大を図るべく、当期末の3月度には同業態の

2号店となる関の離れ（岐阜県関市）の開発に着手い

たしました。将来は朝、昼に強い業態として焼肉を中

心とするディナー型の既存業態との一層の補完関係が

期待されています。

特 集

港町元町の異国情緒と日本の和を融合

元町関の離れ�元町本店�
 岐阜県�

■ 元町珈琲 本店

〒500-8227 岐阜県岐阜市北一色町4丁目13-5  TEL 058-259-3533

営業時間：全日 07:30～24:00

至岐南インター� 至岐南�

至各務原�

●�
岐阜�
競馬場�

�

至岩戸トンネル（芥見）�

●ホンダベルノ�

キング＆�
クイーン�
●�

タイムリー�
●�

県立�
岐阜病院�

●�

岐東家具�
センター�
●�

●�
長森西小�

●キッチンシティー�
　カワサキ�

●�
ホンダクリオ�

新荒田川橋�
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天王寺橋� 荒田川�

本店�

■ 元町珈琲 関の離れ

〒501-3265 岐阜県　関市小瀬2844-1 TEL0575-21-5003

営業時間：全日 07:30～24:00

至各務原�
ローソン●�

�

メガネのハヤシ●�
�

スーパー三心●�
�

日産サティオ●�
�

岐阜トヨペット�
●�
�

ヘルスバンク●�
�

●十六銀行�

●関信用金庫�

●ケーズデンキ�
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関の離れ�

東
海
北
陸
道�

関
S
A

『癒し』と『くつろぎの空間』で
こだわりの珈琲を楽しんでください。

■ オール内製化によるコストダウン
工務店機能、デザイン業務、資材輸入、コンサルティング

業務、食材の商流・物流、トレーディング事業、システム開
発業務、ポスレジ及び周辺システム開発など、あらゆる事業
を手がけている為、効率的なコストダウンを実現できること
ができます。
■ ワイドゲートウェイFCシステム
オーナー様がFC加盟に参加しやすく、満足度の高いFCシ

ステムを構築しています。

ジー・コミュニケーショングループの強み

第1期�
（H10）�

第2期�
（H11）�

第3期�
（H12）�

第4期�
（H13）�

第5期�
（H14）�

第6期�
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第10期�
計画�
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計画�
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計画�
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売上高（連結）�
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計画�

第12期�
計画�

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

（単位：百万円）�

経常利益（連結）�
業務実績�
ジー・コミュニケーション�

71,196

62,679

49,593

20,309

6,9714,9193,0932,5851,5641,182901415

6,666

4,631

2,734

1,995

658
3722501368768434

■ グループ構造図
● 上場子会社

株式会社ジー・テイスト 仙台平禄、とりあえず吾平、仙台下駄やを中
（JASDAQ：2694） 心とする多業態の直営及びＦＣ展開
株式会社グローバルアクト ちゃんこ料理、えん屋を中心とする多業態の直営店
（東証二部：7428） 及びFC展開
株式会社パオ 長崎ちゃんめん、敦煌を中心とする多業態の
（東証二部：7474） 直営及びＦＣ展開
株式会社焼肉屋さかい 焼肉屋さかいを中心とする多業態の運営及び
（JASDAQ：7622） FC展開

● 教育系子会社

株式会社ジー・エデュケーション ITTO個別指導学院、がんばる学園、TOPS、
GRIPの直営及びFC展開

● 飲食系子会社

株式会社ジー・フード 高粋舎、小樽食堂、鈴の星、信天翁を中心とす
る多業態の直営及びＦＣ展開

株式会社スイートスタイル キャッツカフェ、大地のテーブル、モンタボー
を中心とする多業態の直営及びＦＣ展開

株式会社ハーシーズ グループ内外の業態を問わず優良FCに加盟す
るメガフランチャイジー

● その他子会社

常楽酒造株式会社 酒類（本格球摩焼酎）の製造及び販売

関原酒造株式会社 日本酒を主とした酒類の製造及び販売

ビー・サプライ株式会社 外食産業全般の運営・管理業務受託

株式会社ジーコムシステム ソフトウェア、POSレジ、ASPの開発・販売・
ソリューション コンサルティング

ジーコムプロデュース株式会社 外食事業を主としたG.communicationのFC加盟店開発

株式会社GCOM KOREA 韓国国内を主としたG.communicationのエリ
アフランチャイザー及び貿易事業

※株式会社ジー・コミュニケーションのHPより抜粋 (http://www.g-com.jp/）



Financial Statements
財務諸表（要約）

■ 貸借対照表　 （単位：千円）

前期 当期
2006年4月20日現在 2007年3月31日現在

資産の部

●1→ 流動資産 2,097,477 2,943,182

固定資産 7,228,833 5,495,673

有形固定資産 5,186,807 3,896,181

無形固定資産 124,788 97,934

投資その他の資産 1,917,237 1,501,556

資産合計 9,326,311 8,438,855

負債の部

流動負債 5,664,272 4,507,669

固定負債 4,979,445 3,075,782

●2→ 負債合計 10,643,718 7,583,452

資本の部

●3→ 資本金 863,078 —

資本剰余金 1,271,398 —

利益剰余金 △3,371,522 —

その他有価証券評価差額金 86,255 —

自己株式 △166,617 —

資本合計 △1,317,407 —

負債・資本合計 9,326,311 —

純資産の部

株主資本 — 818,649

資本金 — 2,363,078

資本剰余金 — 2,771,398

利益剰余金 — △4,149,209

自己株式 — △166,617

評価・換算差額等 — 36,753

純資産合計 — 855,403

負債・純資産合計 — 8,438,855

■ 損益計算書　 （単位：千円）

前期 当期
2005年4月21日から 2006年4月21日から
2006年4月20日まで 2007年3月31日まで

売上高 14,039,942 12,317,370

売上原価 5,374,134 4,731,793

売上総利益 8,665,808 7,585,577

販売費及び一般管理費 8,699,051 7,716,971

●4→ 営業損失 32,454 131,393

営業外収益 157,244 127,799

営業外費用 250,295 245,032

●5→ 経常損失 125,506 248,627

特別利益 27,192 142,117

特別損失 3,013,288 629,286

税引前当期純損失 3,111,602 735,796

法人税、住民税及び事業税 59,537 43,799

法人税等調整額 392,005 △1,908

●6→ 当期純損失 3,563,144 777,687

■ キャッシュ・フロー計算書　 （単位：千円）

前期 当期
2005年4月21日から 2006年4月21日から
2006年4月20日まで 2007年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △70,247 294,369

●7→ 投資活動によるキャッシュ・フロー 45,099 589,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,264,303 △45,579

現金及び現金同等物の増減額 △1,289,451 838,384

現金及び現金同等物の期首残高 2,616,772 1,283,526

現金及び現金同等物の期末残高 1,327,321 2,121,911

※前期は、連結キャッシュ・フロー計算書の数値となっております。

●1 前事業年度末に比べ、8億45百万円増加しました。これ
は主に現金及び預金が8億28百万円増加したことによる

ものです。

●2 前事業年度末に比べ、30億60百万円減少いたしました。
これは主に有利子負債が30億12百万円減少したことによ

るものです。

●3 平成18年7月27日に当社第8回新株予約権に基づき30億
円の新株発行を行いました。この結果、前事業年度末に

13億17百万円だった債務超過を解消しております。

●4 本部経費の見直しにより、販売費及び一般管理費は前事業
年度末に比べ、1億円以上の削減に成功いたしました。し

かしながら、売上高の減少により固定人件費や家賃など店

舗の固定費率が上昇し、1億31百万円の営業損失となり

■ 株主資本等変動計算書（2006年4月21日から2007年3月31日まで） （単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券 評価・換算 純資産合計

資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 評価差額金 差額等合計

2006年4月20日残高 863,078 1,271,398 20,500 △3,392,022 △166,617 △1,403,662 86,255 86,255 △1,317,407

事業年度中の変動額

新株の発行 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000

当期純損失 △777,687 △777,687 △777,687

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △49,501 △49,501 △49,501

事業年度中の変動額合計 1,500,000 1,500,000 — △777,687 — 2,222,312 △49,501 △49,501 2,172,810

2007年3月31日残高 2,363,078 2,771,398 20,500 △4,169,709 △166,617 818,649 36,753 36,753 855,403

ました。

●5 借入金の減少に伴い、支払利息が前事業年度に比べ、47
百万円減少したものの、新株発行に伴う株式交付費33百

万円の計上及び受取利息などの営業外収益が29百万円減

少した結果、経常損失は2億48百万円となりました。

●6 保有資産の減損処理4億57百万円、固定資産除売却損77
百万円、その他94百万円の特別損失を計上しました。そ

の他、役員退職慰労引当金の戻入額など特別利益が1億

42百万円あり、差し引き当期の特別損失は4億87百万円

となりました。

●7 賃貸用として保有していた旧事務所資産などを売却し、投
資活動としては、5億89百万円の資金を得ております。

POINT解説
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発行可能株式総数 22,508,000株

発行済株式の総数 20,627,000株

株　主　数 3,804名

大株主の状況
株主名　 持株数（千株） 議決権比率（％）

有限会社グランドディッシュ 15,000 73.37

坂井大介 1,370 6.70

有限会社サカイ産業 1,365 6.67

井川賢二 262 1.28

坂井哲史 203 0.99

株式会社ジェイ・アート・レストランシステムズ 100 0.48

坂井房子 90 0.44

株式会社十六銀行 70 0.34

東京海上日動火災保険株式会社 70 0.34

岐阜信用金庫 45 0.22

所有者別株式分布状況

名　称 株式会社焼肉屋さかい
YAKINIKUYA SAKAI CO., LTD.

本社所在地 東京都千代田区外神田6丁目14番7号
設　立 昭和55年5月
資本金 23億6,307万円
売上高 123億1,737万円
社員数 294名
事業内容 ・焼肉屋さかい

・炭火焼肉屋さかい
・和牛焼肉坂井
・とりバックス
・鮮魚料理まるさ水産
・ポテッち
・元町珈琲
上記業態の直営店舗ならびに
フランチャイズチェーン本部運営

代表取締役会長 杉 本　 英 雄

代表取締役社長 緒 方　 智

取　　締　　役 乗 松　 康 弘

取　　締　　役 石 田　 雅 一

取 締 役 （社外） 向 井　 達 彦

取 締 役 （社外） 黒 柳　 明 博

監　　査　　役 國 門　 英 夫

監 査 役 （社外） 城 正 憲

監 査 役 （社外） 稲 角　 好 宜

■ 個人・その他 　3,570,682株 （17.31%）�
■ その他の法人 16,593,600株 （80.45%）�
■ 金融機関 　　　281,418株 （01.36%）�
■ 自己名義 　181,300株 （00.88%）�
■ 外国法人等 0株 （00.00%）�

所有者別株式分布状況�

合 計�
20,627,000株�

Corporate date
会社概要

Stock Information
株式の状況（平成19年3月31日現在）

会社概要（平成19年3月31日現在）

役員（平成19年6月26日現在）

Financial Data
業績データ
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※平成19年5月31日、（株）ジー・コミュニケーションが（有）グランドディッシュより株式を取
得。51.5％を保有する親会社となっておりますが、上記大株主の状況には反映しておりません。



この報告書は、古紙配合率100％の再生紙と、環境�
に優しい大豆インキを使用して印刷するとともに、�
針金を使わず「ECO綴じ」にて製本しています。�

株式事務手続きのご案内

事　業　年　度　 毎年4月1日から3月31日まで

定 時 株 主 総 会 決算期日の翌日から3ヶ月以内

基 準 日 毎年3月31日

配当金受領株主確定日 期末配当金　毎年3月31日

中間配当を行う場合は毎年9月30日

※なお、当期は中間配当を行っておりません。

公　告　方　法 電子公告。ただし、やむを得ない事由により電子公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

公告掲載URL（http://www.yakiniku.jp/）

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

〒100－8212 フリーダイヤル 0120－232－711

同　取　次　所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

単 元 株 式 数 100株

証 券 コ ー ド 7622（ジャスダック証券取引所に上場）

株 主 優 待 基準日（毎年3月31日）現在の株主名簿又は実質株主名簿

に記載された株主様に以下の内容で当社各店舗で飲食の際

ご利用いただける優待券を贈呈いたします。

■100株以上500株未満ご所有の株主様 1,000円相当

■500株以上1,000株未満ご所有の株主様 5,000円相当

■1,000株以上ご所有の株主様 10,000円相当

2007年3月期�

Corporate Guide
コーポレートガイド�

● 本冊子に関するお問い合わせ窓口

経営企画部 電話（058）380-2226


