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平成17年11月期 個別財務諸表の概要 
平成18年１月19日 

上 場 会 社 名 日本ケンタッキー･フライド･チキン株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 ９８７３  本社所在都道府県 東京都 

(URL http://japan.kfc.co.jp)    

代 表 者 役 職 名 代表取締役執行役員社長  氏  名 貞 廣   正 

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 執行役員経理チームゼネラルマネージャー  氏  名 西 田 義 隆 

決算取締役会開催日 平成18年１月19日  Ｔ Ｅ Ｌ (03)3719－0231 

配当支払開始予定日 平成18年２月24日  中間配当制度の有無 ○有 ・無 

単元株制度の採用の有無 ○有 (１単元 1,000株)・無  定時株主総会開催日 平成18年２月23日 

 

1. 平成17年11月期の業績（平成16年12月１日～平成17年11月30日） 

 (1) 経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨て表示
 売 上 高 営業利益 経常利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
平成17年11月期 73,621 5.4 2,349 86.0 2,504 76.4 

平成16年11月期 69,853 △  0.5 1,262 △ 48.9 1,420 △ 46.0 

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後  
１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

百万円 ％ 円 銭 円  銭 ％ ％ ％ 
平成17年11月期 1,192 ― 50 66  ― 5.0 6.7 3.4 

平成16年11月期 △497 ― △22 00  ― △  1.9 3.6 2.0 

 (注) ① 期中平均株式数      平成17年11月期 22,917,817株  平成16年11月期 22,931,301株 

    ② 会計処理の方法の変更       無 
    ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

 (2) 配当状況 
１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

 
  中   間 期   末 

配当金総額 
(年  間) 

配 当 性 向 株 主 資 本 
配 当 率 

円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％ 
平成17年11月期 50 00 25 00 25 00 1,145 98.7 4.8 

平成16年11月期 50 00 25 00 25 00 1,146 ― 4.8 

 

 (3) 財政状態 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １ 株 当 た り 
株 主 資 本 

百万円 百万円 ％   円 銭    
平成17年11月期 37,911 23,988 63.3 1,045 59 

平成16年11月期 36,686 23,901 65.1 1,042 37 

 (注) ① 期末発行済株式数     平成17年11月期 22,911,999株  平成16年11月期 22,923,639株 
    ② 期末自己株式数      平成17年11月期   71,001株  平成16年11月期   59,361株 

 

2. 平成18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日） 
１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
中   間 期   末   

百万円 百万円 百万円 円 銭 円  銭 円 銭 
中 間 期 40,000 1,880 810 25 00 ― ― 

通   期 77,000 2,490 1,000 ― 25 00 50 00 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 43円65銭 
 (注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としています。 
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1. 財 務 諸 表 等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成16年11月30日) 
当事業年度 

(平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金  12,503  10,242

売掛金  2,622  2,288

商品  260  752

原材料  7  48

貯蔵品  23  59

前払費用  319  326

繰延税金資産  318  345

未収入金  721  501

短期貸付金  ―  2,044

その他  146  73

貸倒引当金  △437  △177

流動資産合計  16,486 44.9  16,505 43.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

建物  16,344 16,225 

減価償却累計額  12,568 3,775 12,240 3,985

機械及び装置  2,564 2,384 

減価償却累計額  2,137 427 1,896 487

車両及び運搬具  545 572 

減価償却累計額  366 179 393 179

工具器具備品  4,106 4,187 

減価償却累計額  3,236 869 3,179 1,007

土地  3,764  3,763

建設仮勘定  72  42

有形固定資産合計  9,087 24.8  9,465 25.0

２ 無形固定資産   

営業権  118  87

借地権  42  42

ソフトウェア  465  456

電話加入権  115  116

施設利用権  2  2

無形固定資産合計  744 2.0  705 1.9
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前事業年度 

(平成16年11月30日) 
当事業年度 

(平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

投資有価証券  330  602

関係会社株式  10  10

出資金  416  418

長期貸付金  84  6

従業員長期貸付金  19  21

破産・更生債権等  168  416

長期前払費用  232  227

繰延税金資産  1,658  1,631

長期預金  ―  1,000

差入保証金  7,831  7,649

会員権  41  26

その他  22  5

貸倒引当金  △448  △780

投資その他の資産合計  10,367 28.3  11,235 29.6

固定資産合計  20,200 55.1  21,406 56.5

資産合計  36,686 100.0  37,911 100.0

   

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

買掛金 ※１ 5,626  5,800

未払金 ※１ 2,353  2,369

未払法人税等  ―  969

未払消費税等  113  219

未払費用  1,397  1,474

預り金  161  160

前受収益  312  313

その他  35  36

流動負債合計  9,999 27.3  11,343 29.9

Ⅱ 固定負債   

退職給付引当金  1,843  1,907

役員退職慰労引当金  73  72

ポイント引当金  ―  46

預り保証金  117  113

長期前受収益  750  440

固定負債合計  2,784 7.6  2,580 6.8

負債合計  12,784 34.9  13,923 36.7
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前事業年度 

(平成16年11月30日) 
当事業年度 

(平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 7,297 19.9  7,297 19.3

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  10,430 10,430 

２ その他資本剰余金   

自己株式処分差益  0 0 

資本剰余金合計  10,430 28.4  10,430 27.5

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  1,224 1,224 

２ 任意積立金   

別途積立金  4,500 3,000 

３ 当期未処分利益  585 2,125 

利益剰余金合計  6,310 17.2  6,350 16.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14 0.0  85 0.2

Ⅴ 自己株式 ※３ △150 △0.4  △175 △0.5

資本合計  23,901 65.1  23,988 63.3

負債資本合計  36,686 100.0  37,911 100.0
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② 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

売上高 ※１ 66,859 70,741 

その他営業収入 ※２ 2,993 69,853 100.0 2,880 73,621 100.0

Ⅱ 売上原価   

商品・原材料期首 
たな卸高 

 238 268 

当期商品・原材料仕入高 ※４ 33,815 35,954 

合計  34,054 36,222 

商品・原材料期末 
たな卸高 

 268 801 

商品・原材料売上原価 ※３ 33,786 35,420 

その他売上原価  416 34,202 49.0 397 35,818 48.7

売上総利益  35,650 51.0  37,803 51.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※５ 
※６ 

34,387 49.2  35,454 48.1

営業利益  1,262 1.8  2,349 3.2

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  36 16 

受取配当金  4 3 

賃貸料  105 98 

雑収入  15 161 0.2 42 160 0.2

Ⅴ 営業外費用   

雑損失  4 4 0.0 4 4 0.0

経常利益  1,420 2.0  2,504 3.4

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 ※８ 4 7 

営業権売却益  5 14 

投資有価証券売却益  254 ― 

保険差益  ― 24 

退職給付引当金戻入  ― 6 

その他特別利益  1 266 0.4 1 54 0.1
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前事業年度 

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損 ※７ 116 143 

店舗閉鎖損失  63 107 

特別退職金 ※９ 4 ― 

会員権評価損  26 15 

減損損失 ※10 1,229 ― 

その他特別損失  54 1,493 2.1 23 289 0.4

税引前当期純利益  192 0.3  2,270 3.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 606 1,128 

法人税等調整額  84 690 1.0 △50 1,078 1.5

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △497 △0.7  1,192 1.6

前期繰越利益  1,656  1,505

中間配当額  573  572

当期未処分利益  585  2,125
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③ 利益処分計算書 

 

  
前事業年度 

(平成17年２月24日) 
当事業年度 

(平成18年２月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  585  2,125

Ⅱ 任意積立金取崩額   

別途積立金取崩額  1,500 1,500 ― ―

合計  2,085  2,125

Ⅲ 利益処分額   

配当金  573 572 

取締役賞与金  6 579 31 604

Ⅳ 次期繰越利益  1,505  1,520

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

前事業年度 
(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券 

時価のあるものについては、決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は主として移動平均法

により算定)、時価のないものについては、移

動平均法による原価法を採用しております。 

なお、取得原価と債券金額との差額の性格が金

利の調整と認められるものについては償却原価

法を採用しております。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

② その他有価証券 

ａ 満期保有目的債券 

償却原価法(定額法)であります。 

ｂ その他有価証券 

時価のあるものについては、決算日の市場価

格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は主として移動

平均法により算定)、時価のないものについ

ては、移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

なお、取得原価と債券金額との差額の性格が

金利の調整と認められるものについては償却

原価法を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・原材料・貯蔵品 

原材料のうち鶏肉については先入先出法による低

価法、それ以外のたな卸資産については先入先出

法による原価法によっております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・原材料・貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率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 ７～20年

機械及び装置 ３～９年

車両及び運搬具 ３～６年

工具器具備品 ５～９年
 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。また、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。また、数理計算上の差異は、その発生時の翌

期に一括損益処理することとしております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

（4）        ――――― (4) ポイント引当金 

販売促進を目的とするポイントシステム制度に基

づき、顧客に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。なおこれは、当事

業年度よりピザハットのポイント制を開始したこ

とに伴い計上したものであります。 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引については

通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によ

っております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

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 

同左 
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会計処理の変更 

 
前事業年度 

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

これにより税引前当期純利益が1,229百万円(土地

1,111百万円、建物117百万円)減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

――――― 

 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(貸借対照表) 

前事業年度まで投資その他の資産「その他」に含めて

表示しておりました「出資金」については、総資産に対

する重要性が増したため、区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「出資金」は、415百万円であり

ます。 

(貸借対照表) 

前事業年度まで流動資産「その他」に含めて表示して

おりました「短期貸付金」については、総資産に対する

重要性が増したため、区分掲記しております。 

なお、前事業年度末の「短期貸付金」は、73百万円で

あります。 

 

追加情報 

 

前事業年度 
(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から 「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が137百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、137

百万円減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成16年11月30日) 

当事業年度 
(平成17年11月30日) 

※１ 関係会社に対する負債は、次のとおりでありま

す。 

流動負債 

買掛金 897百万円

未払金 161百万円
 

※１ 関係会社に対する負債は、次のとおりでありま

す。 

流動負債 

買掛金 936百万円

未払金 219百万円
 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 49,953,000株

発行済株式の総数 普通株式 22,983,000株

但し、定款の定めにより自己株式の消却が行なわ

れた場合は、これに相当する株式を減ずることに

なっております。 

※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 49,953,000株

発行済株式の総数 普通株式 22,983,000株

但し、定款の定めにより自己株式の消却が行なわ

れた場合は、これに相当する株式を減ずることに

なっております。 

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 59,361株
 

※３ 自己株式の保有数 

普通株式 71,001株
 

 ４ 商法施行規則第124条第３号の規定により配当が

制限される純資産額は14百万円であります。 

 ４ 商法施行規則第124条第３号の規定により配当が

制限される純資産額は85百万円であります。 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

※１ 売上高のうち資材等売上高は22,535百万円であり
ます。 

※１ 売上高のうち資材等売上高は23,232百万円であり
ます。 

※２ その他営業収入のうちロイヤリティー収入は
2,237百万円であります。 

※２ その他営業収入のうちロイヤリティー収入は
2,153百万円であります。 

※３ 原材料は当社独自の仕様によるほぼ完成品が納入
されますので通常の製造工程はありません。 

※３          同左 

※４ 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

当期商品・原材料仕入高 5,572百万円
 

※４ 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

当期商品・原材料仕入高 5,659百万円
 

※５ 販売費に属する費用のおおよその割合は83％であ
り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
17％であります。主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

広告宣伝費 4,893百万円

貸倒引当金繰入額 109百万円

従業員給料賞与 5,488百万円

臨時雇手当 8,628百万円

退職給付費用 346百万円

役員退職慰労引当金繰入額 17百万円

消耗品費 996百万円

修繕費 1,022百万円

水道光熱費 1,762百万円

減価償却費 1,518百万円

家賃 4,300百万円

支払ロイヤリティー 1,109百万円
 

※５ 販売費に属する費用のおおよその割合は84％であ
り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
16％であります。主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

広告宣伝費 4,453百万円

貸倒引当金繰入額 249百万円

従業員給料賞与 5,544百万円

臨時雇手当 9,444百万円

退職給付費用 301百万円

役員退職慰労引当金繰入額 13百万円

消耗品費 1,147百万円

修繕費 996百万円

水道光熱費 1,792百万円

減価償却費 1,546百万円

家賃 4,374百万円

支払ロイヤリティー 1,186百万円

ポイント引当金繰入額 46百万円
 

※６ 一般管理費に含まれる研究開発費は、24百万円で
あります。 

※６ 一般管理費に含まれる研究開発費は、42百万円で
あります。 

※７ 固定資産除却損116百万円の内訳は次のとおりで
あります。 

店舗設備 116百万円
 

※７ 固定資産除却損143百万円の内訳は次のとおりで
あります。 

店舗設備 143百万円
 

※８ 固定資産売却益４百万円の内訳は、次のとおりで
あります。 

店舗設備 ４百万円
 

※８ 固定資産売却益７百万円の内訳は、次のとおりで
あります。 

店舗設備 ７百万円
 

※９ 特別退職金４百万円は、早期退職者に対する割増
退職金であります。 

※９        ―――――― 

※10 当事業年度において、以下の資産グループに基づ
き減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額 

東京都及び 
神奈川県 

直営店舗 
(当社３物件) 

土地、建物 805百万円

東京都及び 
神奈川県 

貸与資産 
(当社３物件) 

土地、建物 374百万円

静岡県 
遊休資産 

(当社１物件) 
土地、建物 49百万円

資産のグルーピングは、直営店舗については継続
的な収支の把握を行っていることから各店舗毎
を、貸与資産及び遊休資産については各資産をグ
ルーピングの最小単位としております。 
近年の地価下落の中、収益性が著しく低下した資
産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額1,229百万円(土地1,111百万円、建物117百万
円)を減損損失として特別損失に計上していま
す。 
回収可能価額は、遊休資産については主として正
味売却価額によっており、その他については主と
して使用価値によっております。 
なお、正味売却価額は、主として「不動産鑑定評
価基準」に基づく評価額を使用し、使用価値は、
将来キャッシュ・フローを2.9％で割り引いて算
出しております。 

※10        ―――――― 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  機械及び装置  工具器具備品  合計 

取得価額 
相当額 

 116百万円 656百万円 773百万円

減価償却 
累計額 
相当額 

 111百万円 334百万円 446百万円

期末残高 
相当額 

 4百万円 321百万円 326百万円

 

  工具器具備品 

取得価額相当額  621百万円

減価償却累計額相当額  392百万円

期末残高相当額  228百万円

 
② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 148百万円

１年超 186百万円

合計 335百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 119百万円

１年超 116百万円

合計 235百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 432百万円

減価償却費相当額 403百万円

支払利息相当額 13百万円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 158百万円

減価償却費相当額 148百万円

支払利息相当額 9百万円
 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 28百万円

１年超 28百万円

合計 56百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 29百万円

１年超 0百万円

合計 30百万円
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成15年11月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度(平成16年11月30日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成16年11月30日) 

当事業年度 
(平成17年11月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 金額(百万円)

退職給付引当金否認 685

前受収益否認 434

貸倒引当金否認 267

減価償却超過額 219

役員退職慰労引当金否認 54

ゴルフ会員権評価損否認 99

少額償却資産否認 70

減損損失否認 504

投資有価証券評価損否認 58

その他 47

小計 2,442

評価性引当額 △455

繰延税金資産合計 1,986

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額 9

繰延税金負債合計 9

繰延税金資産の純額 1,976
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 金額(百万円)

退職給付引当金否認 731

前受収益否認 307

貸倒引当金否認 258

減価償却超過額 264

役員退職慰労引当金否認 57

ゴルフ会員権評価損否認 77

少額償却資産否認 76

減損損失否認 450

投資有価証券評価損否認 58

未払社会保険料 53

未払事業税 105

その他 46

小計 2,486

評価性引当額 △450

繰延税金資産合計 2,036

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額 59

繰延税金負債合計 59

繰延税金資産の純額 1,976
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入 
されない項目 

20.5 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.5 

住民税均等割等 60.6 

評価性引当額 242.0 

法人税額の特別控除税額 △9.1 

その他 2.5 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

358.0 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入 
されない項目 

2.4 

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目 

△0.0 

住民税均等割等 5.3 

土地減損 △0.2 

法人税額の特別控除税額 △0.6 

その他 △0.4 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

47.5 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成15年12月１日 
至 平成16年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１株当たり純資産額 1,042.37円 １株当たり純資産額 1,045.59円

１株当たり当期純損失 22.00円
 

１株当たり当期純利益 50.66円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

当事業年度から「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９

月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しており

ます。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純損失 497百万円

 普通株式に係る当期純損失 504百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  利益処分による役員賞与 6百万円

 普通株式の期中平均株式数 22,931,301株
 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 損益計算書上の当期純利益 1,192百万円

 普通株式に係る当期純利益 1,160百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  利益処分による役員賞与 31百万円

 普通株式の期中平均株式数 22,917,817株
 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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役  員  の  異  動 

 

 新任取締役及び新任監査役は、来る平成18年２月23日開催予定の定時株主総会の承認により、また新
任代表取締役は、平成18年２月23日開催予定の取締役会の承認により正式決定します。 
 
 (1) 代 表 者 の 異 動（平成18年２月23日付） 

退任予定  貞 廣   正 [代表取締役執行役員社長] 

 

新任候補   
代表取締役執行役員社長  渡 辺 正 夫 [当社顧問、三菱商事株式会社 食糧本

部付] 
 
 
 (2) 新 任 取 締 役 候 補（平成18年２月23日付） 

取締役  渡 辺 正 夫 [当社顧問、三菱商事株式会社 食糧本
部付] 

取締役  嶋 﨑 俊 一 [当社執行役員常務 KFCマーケティング
グループ管掌] 

 
 
 
 

 (3) 退 任 予 定 取 締 役（平成18年２月23日付） 
  貞 廣   正 [代表取締役執行役員社長] 
  近 藤 晶 世 [取締役執行役員常務 ピザハット営業

グループ管掌兼ピザハットマーケティン
ググループ管掌] 

 

 

 

 

 (4) 新 任 監 査 役 候 補（平成18年２月23日付） 
監査役  コー・ケックシン [ヤム・レストランツ・インターナショ

ナル CFO アジア フランチャイズ] 
 

 

  (注) 1. コー・ケックシン氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める
社外監査役の候補者であります。 

2. [  ] 内は現職であります。 
3. 取締役の松長哲朗氏は平成17年９月30日をもって、監査役のエリック・ランドブラッド氏は平成17年

４月28日をもって、それぞれ辞任いたしました。 
 

 




