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問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長   
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決算取締役会開催日 平成18年２月17日 　中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年３月29日 定時株主総会開催日 平成18年３月28日

単元株制度採用の有無 無

１．17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

(1）経営成績 （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 32,752 （  0.1） 712 （ 18.6） 686 （ 19.4）

16年12月期 32,705 （△0.6） 601 （263.1） 575 （974.4）

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 ％ ％ ％

17年12月期 572 （△88.6） 8,793 39 ――― 6.3 3.2 2.1

16年12月期 5,002 （  　－） 83,375 35 ――― 60.2 2.7 1.8

（注）①期中平均株式数 17年12月期 62,707株 16年12月期 60,000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 配当金総額
（年間）

配当性向 株主資本配当率
中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 1,850 00 ――――― 1,850 00 129 21.0 1.3

16年12月期 ――――― ――――― ――――― ――――― ――――― ―――――

(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

17年12月期 21,793 10,013 45.9 142,747 48

16年12月期 21,218 8,312 39.2 138,548 63

（注）①期末発行済株式数 16年12月期 60,000株 17年12月期 70,000株

②期末自己株式数 16年12月期 －株 17年12月期 －株

２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 16,044 323 322 ――― ――― ―――

通　期 33,114 826 783 ――― 1,850 00 1,850 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　11,195円03銭

※　上記に記載した予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成16年12月31日）
当事業年度

（平成17年12月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１．現金及び預金 ※２  3,449,568   3,996,316   546,748

２．売掛金 ※３  1,836,048   1,824,193   △11,854

３．有価証券   19,885   －   △19,885

４．半製品   45,385   43,828   △1,557

５．原材料   504,206   515,923   11,716

６．貯蔵品   49,217   47,226   △1,991

７．前払費用   199,280   180,552   △18,728

８．未収入金   30,702   31,384   682

９．その他   6,906   8,688   1,781

流動資産合計   6,141,200 28.9  6,648,113 30.5  506,912

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物 ※２ 9,249,305   9,478,615   229,310  

減価償却累計額 ※１ 6,554,343 2,694,961  6,674,040 2,804,575  119,696 109,613

(2）構築物  1,129,038   1,091,261   △37,776  

減価償却累計額 ※１ 1,063,680 65,357  1,026,957 64,304  △36,722 △1,053

(3）機械装置  916,777   927,016   10,239  

減価償却累計額 ※１ 677,916 238,861  704,906 222,110  26,990 △16,750

(4）車輌運搬具  4,282   4,385   103  

減価償却累計額 ※１ 4,259 23  3,935 449  △323 426

(5）工具器具備品  2,263,882   2,254,733   △9,149  

減価償却累計額 ※１ 1,759,731 504,150  1,805,661 449,072  45,929 △55,078

(6）土地 ※２  4,472,272   4,581,405   109,132

(7）建設仮勘定   35,925   －   △35,925

有形固定資産合計   8,011,553 37.8  8,121,918 37.3  110,365
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前事業年度

（平成16年12月31日）
当事業年度

（平成17年12月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

２．無形固定資産          

(1）借地権   56,100   56,100   －

(2）ソフトウェア   131,637   149,590   17,952

(3）その他   45,606   52,756   7,150

無形固定資産合計   233,344 1.1  258,446 1.2  25,102

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券   127,890   1,127,890   1,000,000

(2）関係会社株式   331,463   327,463   △4,000

(3）出資金   1,203   501,107   499,904

(4）関係会社出資金   196,000   196,000   －

(5）長期貸付金   139,589   114,166   △25,422

(6）長期性預金   2,200,000   1,200,000   △1,000,000

(7）敷金及び保証金 ※２  2,322,270   2,267,131   △55,139

(8）投資不動産 ※２ 1,649,650   1,308,305   △341,345  

減価償却累計額 ※１ 459,086 1,190,564  546,107 762,197  87,021 △428,366

(9）長期未収入金   415,116   346,117   △68,999

(10）その他   20,102   30,919   10,816

(11）貸倒引当金   △111,804   △108,284   3,520

投資その他の資産
合計

  6,832,396 32.2  6,764,709 31.0  △67,687

固定資産合計   15,077,294 71.1  15,145,073 69.5  67,779

資産合計   21,218,495 100.0  21,793,187 100.0  574,692
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前事業年度

（平成16年12月31日）
当事業年度

（平成17年12月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１．買掛金 ※３  1,196,611   1,135,915   △60,696

２．１年以内返済予定
の長期借入金

※５  830,000   830,000   －

３．未払金   1,001,049   857,848   △143,201

４．１年以内返済予定
の長期未払金

※２  45,970   63,804   17,834

５．未払費用   1,039,930   1,055,615   15,684

６．未払法人税等   92,358   165,030   72,672

７．預り金   117,088   127,212   10,123

８．前受収益   25,722   24,861   △861

９．賞与引当金   223,000   228,300   5,300

10．その他   271   605   333

流動負債合計   4,572,003 21.5  4,489,194 20.6  △82,809

Ⅱ　固定負債          

１．長期借入金 ※５  4,150,000   3,320,000   △830,000

２．長期未払金 ※２  1,652,793   1,585,256   △67,536

３．退職給付引当金   2,374,054   2,219,016   △155,037

４．役員退職慰労引当
金

  45,220   64,260   19,040

５．その他   111,505   101,800   △9,704

固定負債合計   8,333,573 39.3  7,290,334 33.5  △1,043,239

負債合計   12,905,577 60.8  11,779,529 54.1  △1,126,048

          

（資本の部）          

Ⅰ　資本金 ※４  3,000,000 14.1  3,425,000 15.7  425,000

Ⅱ　資本剰余金          

１．資本準備金  －   703,000   703,000  

資本剰余金合計   － －  703,000 3.2  703,000

Ⅲ　利益剰余金          

別途積立金     4,500,000   4,500,000  

当期未処分利益  5,312,917   1,385,658   △3,927,259  

利益剰余金合計   5,312,917 25.1  5,885,658 27.0  572,740

資本合計   8,312,917 39.2  10,013,658 45.9  1,700,740

負債・資本合計   21,218,495 100.0  21,793,187 100.0  574,692

          

－ 50 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  32,705,353 100.0 32,752,553 100.0 47,199

Ⅱ　売上原価  11,910,397 36.4 11,863,581 36.2 △46,816

１．半製品期首たな卸高  39,765  45,385  5,620

２．店舗材料費  7,146,200  7,065,918  △80,282

３．当期製品製造原価 ※２ 4,769,816  4,796,106  26,289

合計  11,955,782  11,907,409  △48,373

４．期末半製品たな卸高  45,385  43,828  △1,557

売上総利益  20,794,955 63.6 20,888,971 63.8 94,015

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 20,193,841 61.7 20,176,182 61.6 △17,658

営業利益  601,114 1.8 712,788 2.2 111,674

Ⅳ　営業外収益  459,486 1.4 426,535 1.3 △32,951

１．受取利息  13,545  9,075  △4,469

２．受取配当金  5,632  6,815  1,183

３．賃貸収入  391,556  369,106  △22,449

４．その他  48,752  41,537  △7,215

Ⅴ　営業外費用  485,363 1.5 452,578 1.4 △32,785

１．支払利息  113,317  95,188  △18,129

２．賃貸費用  332,028  313,877  △18,151

４．新株発行費  －  16,936  16,936

５．その他  40,017  26,575  △13,441

経常利益  575,237 1.8 686,746 2.1 111,509
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前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益  5,509,992 16.8 177,916 0.5 △5,332,076

１．固定資産売却益 ※３ －  31,954  31,954

２．保証金等返還益  85,718  142,319  56,601

３．貸倒引当金戻入益  13,857  3,643  △10,214

４．代行返上益  5,337,246  －  △5,337,246

５．投資有価証券売却益  50,425  －  △50,425

６．店舗立退補償金  22,745  －  △22,745

Ⅶ　特別損失  994,481 3.0 195,598 0.6 △798,883

１．固定資産売却損 ※４ 47,947  －  △47,947

２．固定資産除却損 ※５ 157,461  57,882  △99,579

３．固定資産評価損 ※６ 25,214  －  △25,214

４．前期損益修正損 ※７ 43,292  －  △43,292

５．減損損失 ※９ 673,638  125,339  △548,299

６．保証金等償却  5,735  8,376  2,641

７．その他 ※８ 41,192  4,000  △37,192

税引前当期純利益  5,090,748 15.6 669,064 2.0 △4,421,683

法人税、住民税及び事業税  88,226 0.3 96,324 0.3 8,097

当期純利益  5,002,521 15.3 572,740 1.7 △4,429,780

前期繰越利益  310,396  812,917  502,521

当期未処分利益  5,312,917  1,385,658  △3,927,259
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　製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

比較増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ　材料費  2,794,848 58.6 2,817,608 58.7 22,759

Ⅱ　労務費  903,560 18.9 907,025 18.9 3,465

Ⅲ　経費 ※１ 1,075,163 22.5 1,078,422 22.4 3,259

当期総製造費用  4,773,572 100.0 4,803,056 100.0 29,483

他勘定振替高  3,755  6,950  3,194

当期製品製造原価  4,769,816  4,796,106  26,289

       

（注）※１主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

消耗品費（千円） 331,174 346,226

水道光熱費（千円） 218,853 224,721

減価償却費（千円） 157,304 145,416

原価計算の方法

当社の原価計算は、実際原価による工程別総合原価計算を行っております。
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(3）利益処分計算書

  
前事業年度

（平成16年12月31日）
当事業年度

（平成17年12月31日）
比較増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   5,312,917  1,385,658  △3,927,259

Ⅱ　利益処分額        

１．任意積立金        

利益準備金  －  15,084  15,084  

株主配当金  －  129,500  129,500  

役員賞与金  －  21,335  21,335  

別途積立金  4,500,000 4,500,000 800,000 965,919 △3,700,000 △3,534,081

Ⅲ　次期繰越利益   812,917  419,739  △393,178
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

 (2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）その他有価証券 (3）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

　なお、組込デリバティブを区分して測

定することができない複合金融商品は、

全体を時価評価し、評価差額を当事業年

度の損益に計上しております。 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）半製品

移動平均法による原価法

(1）半製品

同左

(2）原材料

移動平均法による原価法

(2）原材料

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(3）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

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物付属設備を除く）について

は、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産

同左

 

建物及び構築物 10年～15年

機械装置 ９年

車両運搬具 ５年

工具器具備品 ６年

 

(2）無形固定資産

　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。

(2）無形固定資産

同左

４．出資金の評価基準  ────────────

 

　最近の決算書に基づく持分相当額によ

り評価しております。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

 同左

－ 55 －



項目
前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を見積

計上しております。

(2）賞与引当金

 同左

 (3）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。

　なお、数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（７年）によ

る按分額をそれぞれ発生の翌事業年度よ

り費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

（追加情報）

　当社は、確定給付企業年金法の施行

に伴い、厚生年金基金の代行部分につ

いて、平成16年７月１日に厚生労働大

臣から過去分返上の認可を受けており

ます。

　これにより代行返上益として特別利

益に5,337,246千円計上しております。

　また、上記により従業員の平均残存

勤務期間が短縮されたことに伴い、数

理計算上の差異の償却年数を10年から

７年に変更しております。この変更に

よる影響額は軽微であります。

────────────

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、社内規程に基づく事業年度末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

 同左

 

６．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

る方法に準じた会計処理によっております。

  同左

 

７．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

 同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

(3）ヘッジ方針

 同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (4）ヘッジ有効性の評価

　金利スワップ取引は特例処理の要件を

満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性の評価

 同左

 (5）リスク管理

　金利スワップ契約の締結等は当社取締

役会の承認に基づいております。なお、

取引の実行管理は当社財務経理部で行っ

ております。

(5）リスク管理

 同左

８．その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

 同左

会計処理の変更

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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」

　（「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）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

　これにより税引前当期純利益が673,638千円減少してお

ります。

 ────────────

 

　追加情報

前事業年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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

日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「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71,000千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、71,000千円

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12月31日）

当事業年度
（平成17年12月31日）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

同左

※２．担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２．担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 31,406千円

建物 662,988千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 21,235千円

投資不動産 163,619千円

合計 3,068,358千円

定期預金 36,715千円

建物 629,838千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 15,926千円

投資不動産 161,450千円

合計 3,033,041千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長期

未払金
41,950千円

長期未払金 1,493,431千円

１年以内返済予定の長期

未払金
58,730千円

長期未払金 1,434,700千円

※３．関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであ

ります。

※３．関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであ

ります。

売掛金 49,263千円

買掛金 4,730千円

売掛金 50,589千円

買掛金 4,295千円

※４．株式の状況 ※４．株式の状況

会社が発行する株式の総数

普通株式 240,000株

発行済株式の総数  

普通株式 60,000株

会社が発行する株式の総数

普通株式 240,000株

発行済株式の総数  

普通株式 70,000株

※５．財務制限条項 ※５．財務制限条項

──────────── 平成14年６月10日（株式会社みずほ銀行）締結の金

銭消費貸借契約に関し、平成16年12月６日付の覚書に

下記の条項が付されております。

 ①　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の貸借対照表の資本の金額を平成15年12月決算期

末日における貸借対照表の資本の部の金額の75％及

び直前の決算期末日における貸借対照表の資本の部

の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持す

ること。

 ②　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の損益計算上の経常損益につき、２期連続して損

失を計上しないこと。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの ※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

給料賞与 8,159,458千円

賞与引当金繰入額 207,000千円

退職給付費用 445,477千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,380千円

法定福利費 891,550千円

店舗家賃 3,306,766千円

減価償却費 631,490千円

車輌費・配送費 993,516千円

貸倒引当金繰入額 －千円

給料賞与 8,876,520千円

賞与引当金繰入額 211,000千円

退職給付費用 359,257千円

役員退職慰労引当金繰入額 19,040千円

法定福利費 938,714千円

店舗家賃 3,336,236千円

減価償却費 546,220千円

車輌費・配送費 985,886千円

貸倒引当金繰入額 123千円

販売費に属する費用のおおよその割

合

81％

一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合

19％

販売費に属する費用のおおよその割

合

81％

一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合

19％

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 13,203千円  10,941千円

※４．固定資産売却損の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 923千円

電話加入権 657千円

投資不動産 46,367千円

土地 31,954千円

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

建物 49,974千円

構築物 1,588千円

機械装置 843千円

車輌運搬具 399千円

工具器具備品 45,139千円

投資不動産 9,583千円

撤去費用 49,932千円

建物 19,375千円

構築物 637千円

機械装置 6,370千円

工具器具備品 10,491千円

 撤去費用 21,006千円

※６．固定資産評価損の内訳  

電話加入権 25,214千円  

※７．前期損益修正損の内訳  

未払金計上不足額 43,292千円  

※８．特別損失「その他」の主なもの  

地中障害物撤去費用 26,282千円  
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前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※９．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

上しております。

※９．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

上しております。

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他
（47店舗）

315,012千円

  
その他の地
区 福島県他
（７店舗）

23,370千円

賃貸用資産 土地
建物

東京都他 203,557千円

遊休資産 土地 茨城県他 131,698千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他
（13店舗）

46,616千円

  
その他の地区
静岡県他
（1店舗）

1,861千円

賃貸用資産 土地
建物

茨城県 36,862千円

遊休資産 土地 新潟県他 39,998千円

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基

づき資産の用途により、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資

産については物件単位で、資産のグルーピングを行なっ

ております。ただし、事業用資産のうち工場については、

生産品が複数セグメントに共通することから、共用資産

としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を３％で割り引いて算定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもと

に正味売却価額により測定しております。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基

づき資産の用途により、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資

産については物件単位で、資産のグルーピングを行なっ

ております。ただし、事業用資産のうち工場については、

生産品が複数セグメントに共通することから、共用資産

としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を３％で割り引いて算定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもと

に正味売却価額により測定しております。

減損損失の内訳は次のとおりであります。 減損損失の内訳は次のとおりであります。

 事業用資産 賃貸用資産 遊休資産

建物 201,098千円 － －

工具器具備品 65,073千円 － －

土地 49,136千円 － －

投資不動産 － 203,557千円 131,698千円

その他 23,075千円 － －

計 338,382千円 203,557千円 131,698千円

 事業用資産 賃貸用資産 遊休資産

建物 32,275千円 － －

工具器具備品 10,346千円 － －

投資不動産 － 36,862千円 39,998千円 

その他 5,856千円 － －

計 48,477千円 36,862千円 39,998千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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

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、

減損損失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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他有形
固定資産
（機械装
置）

26,000 13,361 － 12,639

その他有形
固定資産
（工具器具
備品）

303,888 180,457 16,403 107,028

合計 329,888 193,818 16,403 119,667

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他有形
固定資産
（機械装
置）

29,857 20,319 － 9,537

その他有形
固定資産
（工具器具
備品）

327,848 258,064 10,586 59,197

合計 357,706 278,384 10,586 68,735

 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

１年内 67,693千円

１年超 75,554千円

合計 143,248千円

リース資産減損勘定の残高 16,403千円

１年内 49,902千円

１年超 29,545千円

合計 79,497千円

リース資産減損勘定の残高 10,586千円

 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 71,915千円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 63,308千円

支払利息相当額 6,544千円

減損損失 16,403千円

支払リース料 71,797千円

リース資産減損勘定の取崩額 9,719千円

減価償却費相当額 71,797千円

支払利息相当額 －     

減損損失 3,903千円

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

　　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、当事業年度より支払利

子込み法に変更しております。
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（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）及び当事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成

17年12月31日）において子会社株式及び関連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12月31日）

当事業年度
（平成17年12月31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

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）

（流動資産）  

賞与引当金 93,771千円

未払事業所税 10,314千円

繰延税金資産（流動）計 104,086千円

（固定資産）

貸倒引当金 45,493千円

退職給付引当金 965,748千円

役員退職慰労引当金 18,400千円

一括償却資産 14,588千円

減損損失 274,103千円

繰越欠損金 3,266,624千円

その他 10,259千円

繰延税金資産（固定）計 4,595,218千円

繰延税金資産小計 4,699,304千円

評価性引当額 △4,699,304千円

繰延税金資産合計 －千円

（繰延税金資産）

（流動資産）  

賞与引当金 92,895千円

未払事業税 28,889千円

その他 9,954千円

繰延税金資産（流動）計 131,739千円

（固定資産）

貸倒引当金 44,060千円

退職給付引当金 902,790千円

役員退職慰労引当金 26,147千円

一括償却資産 13,778千円

減損損失 297,387千円

繰越欠損金 2,893,138千円

その他 27,532千円

繰延税金資産（固定）計 4,204,836千円

繰延税金資産小計 4,336,576千円

評価性引当額 △4,336,576千円

繰延税金資産合計 －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担との

差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担との

差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 42.05％

（調整）  

住民税均等割 1.83％

評価性引当額 △41.91％

その他 △0.24％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
1.73％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

住民税均等割 13.70％

事業税付加価値割・資本割 △4.32％

評価性引当額 △53.71％

繰越欠損の期限切れ 18.10％

その他 △0.06％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
14.40％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 138,548円63銭

１株当たり当期純利益金額 83,375円35銭

１株当たり純資産額 142,747円48銭

１株当たり当期純利益金額 8,793円39銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　当社は、平成16年５月１日付で株式1,000株を１株とす

る株式併合を行っております。当該株式併合が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

１株当たり純資産額 55,178円68銭

１株当たり当期純損失金額 8,216円47銭

  

  

　（注）　１株当たり当期純利益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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当期純利益（千円） 5,002,521 572,740

普通株主に帰属しない金額（千円） － 21,335

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （－） (21,335)

普通株式に係る当期純利益（千円） 5,002,521 551,405

期中平均株式数（株） 60,000 62,707

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────────── ────────────

(2）【その他】

　該当事項はありません。
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７．役員の異動
（１）代表者の異動

　　 該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　①新任取締役候補

　　　　取締役外食事業本部長　藤嶋　攻（現　外食事業本部長）

　　②新任監査役候補

　　　　（非常勤）監査役　柳　安峻（現 株式会社魚沼ライス代表取締役、株式会社ライスサービス代表取締役）

　　　　（注）柳　安峻氏は、「株式会社の監査等に関する特例に関する法律」第18条第１項に定める「社外監査役」で

あります。

　　③退任予定監査役

　　　　 （非常勤）監査役　舘崎　直史

（３）就任予定日

　　 平成18年３月28日
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