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１．平成１８年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （注）記載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 ％

18年 3月期 9,584 (1.0) 315  ( － ) 277  ( － )

17年 3月期 9,489 (△2.0) 8 (△95.2) △43 ( － )

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 ％ ％ ％

18年 3月期 62 (－) 9,022 17 － － 7.0 30.8 2.9

17年 3月期 △244 (－)△35,069 21 － － △23.7 △0.7 △0.5

（注）①持分法投資損益 18年 3月期 －　　百万円 17年 3月期 －　　百万円
②期中平均株式数 18年 3月期     6,960 株 17年 3月期 6,960株
③会計処理の方法の変更 無
④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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 ％ ％

18年 3月期 5,000 00 －  5,000 00 34 55.4 3.9

17年 3月期 5,000 00 －  5,000 00 34 － 4.0

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年 3月期 5,747 901 15.7 129,468 99

17年 3月期 6,094 872 14.3 125,381 17

（注）①期末発行済株式数 18年 3月期      6,960株 17年 3月期 6,960株
②期末自己株式数 18年 3月期 0株 17年 3月期 0株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 655 27 △486 414

17年 3月期 173 △38 10 218

２．平成19年 3月期の業績予想（平成18年 4月 1日～平成19年 3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 4,800 100 30  ― 　― 　―

通　期 10,000 300 80 　 ― 5,000 00 5,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）11,494円25銭
※　上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

(1）企業集団の事業の内容

　当社は、天丼・天ぷらを中心とした飲食店「てんや」の多店舗経営を主たる事業としております。店舗は１都５県

（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県）を出店エリアとして直営店方式を主体としております。

　「てんや」においては、「天丼・天ぷら専門店の大衆化」を基本コンセプトに、高品質の天丼・天ぷらを「清潔な

店舗」、「気持ちのよいサービス」、「お値打ち価格」にてイートイン（店内お召上がり）、テイクアウト（お持ち

帰り）の形態にて消費者に提供しております。

　当社の事業系統図は以下のとおりであります。
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（その他の関係会社） 

（その他の関係会社） 

（17.3％） 

(2）関係会社の状況

（その他の関係会社）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の被所
有割合（％）

関係内容

ロイヤルホールディング

ス株式会社

（注）１

（注）３

福岡市博多区 13,676

飲食・食品事業

等を営む持株会

社

33.3

 

――――――

 

 

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の被所
有割合（％）

関係内容

日清オイリオグループ株

式会社

（注）１

 

東京都中央区 16,332
植物油脂製造販

売業
20.1

 

役員の兼任１名

転籍１名
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名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の被所
有割合（％）

関係内容

丸紅株式会社

（注）１

 （注）２

東京都千代田区 262,686 総合商社 17.3

製造物責任保険についての

取引

 役員等の兼任４名

転籍２名

　（注）１．有価証券報告書を提出しております。

２．役員等の兼任では、当社において役員であり、関係会社において従業員である者を役員等と記載しております。

　　　　３．ロイヤルホールディングス株式会社は平成17年８月１日をもって当社の筆頭株主となりました。

　　　　　　これにより、当社はロイヤルホールディングス株式会社の持分法適用関連会社となりました。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

  当社は創業より「外食業は人間業」を基本理念に掲げ、多様化・個性化する顧客ニーズに、きめ細かに対応した柔

軟な営業政策の推進により豊かな食生活の一助を担い、社会との共生と貢献を果たす企業を目指しております。今後

もこの基本方針を軸に、より社会との共生に視点を置いた営業活動を進めてまいります。そのためには、お客様中心

主義をより進化させるとともに、大きく変化する社会システムの対応にも積極的に取組み、同時に事業の拡大とロー

コスト経営の推進により、成長性と収益力を兼備した企業として、当社を取り巻くすべての人たちに貢献することを

進めてまいります

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、業績に応じた配分を基本とし、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を重

要な経営方針のひとつと位置付け、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。長期的に安定した配

当を維持するため、利益率の一層の向上に努めたいと考えております。また、内部留保金につきましては、事業基盤

拡充のための新規事業開拓や、直営店展開の設備投資等に充当し、競争力の維持・強化に努めながら、今後予想され

る経営環境の変化にも対応できうる企業力の向上に役立ててまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　外食市場の規模は、年々縮小しており厳しい経営環境にありますが、当社は長期的に継続して成長を続け、お客様

の信頼を得る企業でありたいと考えております。このためにも、一定の新規店舗を出店し、関東地方において大きな

基盤を確立したいと考えております。また、既存店の価格体系とメニューの見直しを図り、継続的に既存店のブラッ

シュアップを行い、業績の回復に努めてまいります。この目標の達成のために以下のような政策を推進してまいります。

①店舗営業力の強化による収益力の向上

　既存店の収益力を向上させる。

②出店による収益力の向上

　将来の成長のための継続的出店を行う。

③新たなビジネスへの挑戦

　とんかつ事業、ＦＣ事業、海外ＦＣ事業、外販事業の展開を図る。

④人材確保と人材育成

　人材確保・育成による店舗オペレーション力の向上。

(4）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

　当社では、株式の流動性を高め、当社株式に対し多くの投資家の皆様に参加いただきたいと考えております。今後

において投資単位の引き下げは、経営上の重要な課題と認識しており、業績及び株式市場の動向を考慮し、その方法

や効果を検討し、慎重に進めてまいります。

 

(5）会社の対処すべき課題

　今後わが国の経済は、本格的な回復基調に向かうことが予想されます。しかしながら、団塊の世代が退職期を迎え

る2007年問題や来年にも実施される可能性のある消費税率のアップなどの懸念材料があり、依然として予断の許さな

い状況が続いております。

　外食産業におきましては、市場の成熟化が叫ばれる中、企業間競争はより一層激しくなり厳しい経営環境が続くこ

とが予想されます。このような、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定・監督機関

としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能を分離し、双方の機能強化を目指すため執行役員制を導入す

る予定であります。

　当社といたしましては、引き続き既存店の活性化に注力しつつ、新しいビジネス（とんかつ事業の展開、新立地で

の事業展開、フードコートへの出店、法人ＦＣの展開、外販への取り組み）にも取り組んでいきたいと考えております。
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(6）親会社等に関する事項

名　　称 属　　性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい

る証券取引所

　ロイヤルホールディングス株式会社
その他の関係

会社
           33.3 東京・福岡

　日清オイリオグループ株式会社
その他の関係

会社
           20.1 東京・大阪

　丸紅株式会社
その他の関係

会社
           17.3 東京・大阪・名古屋

　「企業集団の状況」に記載のとおり、当社の親会社であった丸紅株式会社は平成17年８月１日に保有する当社の株

式50.6% のうち33.3% をロイヤルホールディングス株式会社に譲渡いたしました。その結果、丸紅株式会社は当社株

式の議決権所有割合が17.3％ となり、同社は当社の親会社に該当しなくなりました。新たに筆頭株主となりましたロ

イヤルホールディングス株式会社とは、今後当社の業容拡大に向けて様々なシナジー効果が期待できるものと思われ

ます。

　平成18年３月31日現在、当社役員10名のうち、当社以外の丸紅株式会社から４名（社外取締役３名、監査役１名）

日清オイリオグループ株式会社から２名（社外取締役１名、監査役１名）を招聘しておりますが、当社との取引関係

はありません。

(7) 内部管理体制の整備・実施状況

　有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において詳細を記載いたしておりますので、当該

報告書をご覧下さい。

(8）目標とする経営指標

　当社は、株主価値の増大に繋がる経営指標として、株主資本当期純利益率（ROE）及び1株当たり当期純利益（EPS）

を重視しております。ROE10%以上の水準を目指し、EPSの増大を図り、株主の皆様のご期待に応えるべく努力してまい

ります。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善や設備投資の増加に支えられ、景気は回復傾向にあります。

また、雇用情勢は、厳しさが残るものの、改善に広がりも見られ、個人消費も緩やかに上向いております。

　しかしながら、外食産業におきましては、市場規模が縮小基調の中でも活発な新規出店に伴う店舗数の増加が続い

ております。また、業種・業態を超えた競合、競争はますます激しさを増しており、依然として経営環境は厳しい状

況にあります。

　このような状況のもと、当社は、『今こそ原点へ』をスローガンに過去３年間下降基調にあった既存店売上を上昇

基調に戻すことを最重要課題に掲げ、季節メニューの販売サイクルの短縮、うどん販売店舗の拡大、効果的な販促活

動等に全社一丸となって取り組んでまいりました。上記の取組みが奏功したこともあり、既存店売上高は平成17年３

月以降13ヶ月連続して対前年度を上回っております。

　当事業年度は、２店舗の新規出店、５店舗の閉店を実施いたしました。出店は、５月に「天ぷらてんやイトーヨー

カドー三郷店」、３月にはとんかつチェーン「東京とんかつ」のフランチャイズに加盟し、「東京とんかつ武蔵小山

店」を開店いたしました。また、店舗営業力の強化と店舗環境の整備を図るために、９店舗の改装を実施いたしまし

た。閉店は、上期に駅前、駅ビルの再開発等により末広町店、立川駅前店の２店舗を閉店いたしました。下期は駿河

台下店、天ぷら亭武蔵新城店、駅ビル再開発に伴い小岩店の３店舗を閉店いたしました。この結果当事業年度末にお

ける直営店店舗数は117店舗（天丼てんや112店舗、天ぷらてんや３店舗、とんかつおりべ１店舗、東京とんかつ１店

舗）となり、前期末比３店舗の減少となりました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は9,584,878千円と前年同期比95,077千円の増収となりました。利益面では、

経常利益は277,093千円と前年同期比320,963千円の大幅増益となりました。特別利益として営業補償金49,638千円及

び貸倒引当金戻入益33,750千円等で102,462千円を計上し、特別損失として固定資産除却損83,513千円及び減損損失

189,619千円で273,132千円を計上した結果、当期純利益は62,794千円と前年同期比306,876千円の増益となりました。

(2）財政状態

　当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが655,358千円の収入、投資活動に

よるキャッシュ・フローが27,366千円の収入となり、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッ

シュ・フローの合計からなるフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ547,677千円の増加の682,724千円の収入

となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローが486,295千円の支出となった結果、当事業年度末における

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ196,428千円増加し414,551千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動の結果は、税引前当期純利益が106,422千円となり、得られた資金は 655,358千円（前

年同期比 377.9%増）となりました。

　これは、前事業年度は税引前当期純損失であったのが当事業年度には税引前当期純利益になったこと、減損会計適

用に伴い減損損失を189,619千円計上したこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において投資活動の結果得られた資金は 27,366千円（前年同期は38,389千円の支出）となりました。

　これは有形固定資産の取得による支出 105,194千円、差入保証金の差入及び更新料等の支出 17,693千円に対し、差

入保証金の返戻による収入が 168,019千円あったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、486,295千円（前年同期に得られた資金10,958千円）となりま

した。

　これは、長期借入れによる収入が 1,200,000千円ありましたが、長期借入金の約定返済が 1,414,676千円、また、

配当金の支払が 35,015千円あったこと等によるものです。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

株主総資本比率（％） 18.5 14.3 15.7

時価ベースの株主資本比率（％） 39.9 43.4 65.4

債務償還年数（年） 6.8 23.6 5.6

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
12.0 2.9 11.6

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：　株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済により算出しております。

※有利子負債は、貸借対照表に計上している負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）次期の見通し

今後わが国の経済はバブル崩壊後の長い低迷を抜け出し、本格的な景気回復傾向がより一層鮮明となることが予想

されます。しかしながら、外食産業をとりまく環境は市場規模がやや縮小基調の中、少子・高齢化社会への突入、過

剰な店舗数の淘汰、ますます高まる食の安全に対する関心など、経営環境は大きく変化していくものと思われます。

このような経営環境において、当社は対処すべき課題に迅速に取り組み、より一層の業績の向上に努めてまいる所

存でございます。

①既存店の業績向上・不振店対策

商品力の向上、サービス力の向上、店舗環境の改善、課題別店舗分類による不振店対策の継続により益々の既存

店の業績向上を目指してまいります。

②出店による収益力の強化

収益状況の悪化により、ここ数年新規出店を控えてきましたが、収益の改善傾向にあることから、将来を見据え

た収益の基となる新規出店を行ってまいります。

③新規事業の確立

新規事業の一つであるとんかつ事業「おりべ」「東京とんかつ」は当社の将来の収益の柱となるべく、事業フォー

マットを検証し、将来の多店舗化に繋げていく予定です。

④ロイヤルホールディングス株式会社とのコラボレーション

平成17年８月に当社の筆頭株主となりましたロイヤルホールディングス株式会社とは、出店を含めて様々な面で

シナジー効果の加速を進めていきたいと考えております。

以上のような施策から次期の見通しにつきましては、売上高10,000百万円、経常利益300百万円、当期純利益80百

万円を見込んでおります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 218,122 414,551

２．営業未収入金 117,206 99,442

３．商品 22,006 22,713

４．貯蔵品 4,466 2,036

５．前払費用 101,437 97,604

６．未収還付法人税等 19,910 －

７．繰延税金資産 77,404 84,577

８．その他 51,404 26,412

９．貸倒引当金 △175 △175

流動資産合計 611,783 10.0 747,164 13.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,939,963 3,791,504

減価償却累計額 1,731,984 2,207,979 1,872,038 1,919,466

２．機械及び装置 500,219 470,718

減価償却累計額 447,919 52,299 431,441 39,277

３．工具、器具及び備品 234,064 215,595

減価償却累計額 180,275 53,788 176,814 38,780

有形固定資産合計 2,314,068 38.0 1,997,524 34.8

(2）無形固定資産

１．営業権 23,980 15,986

２．商標権 1,622 1,344

３．電話加入権 7,484 7,067

無形固定資産合計 33,086 0.5 24,398 0.4
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 5,538 7,594

２．出資金 309 387

３．長期前払費用 72,381 56,184

４．繰延税金資産 95,959 70,654

５．差入保証金 2,995,284 2,847,883

６．貸倒引当金 △33,750 △4,368

投資その他の資産合計 3,135,724 51.5 2,978,335 51.8

固定資産合計 5,482,879 90.0 5,000,258 87.0

資産合計 6,094,663 100.0 5,747,423 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 276,979 273,704

２．短期借入金 1,027,000 800,000

３．一年内返済予定の長期借入金 1,295,996 1,255,403

４．未払金 152,880 194,834

５．未払費用 310,640 332,842

６．未払法人税等 17,367 38,511

７．未払消費税等 25,826 44,755

８．預り金 20,528 20,854

９．仮受金 39,698 －

10．その他 － 5,672

流動負債合計 3,166,918 52.0 2,966,577 51.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,769,333 1,595,250

２．長期未払金 60,846 51,241

３．退職給付引当金 153,923 165,471

４．役員退職慰労引当金 67,788 57,568

５．長期預り保証金 3,200 3,200

６．その他 － 7,009

固定負債合計 2,055,091 33.7 1,879,741 32.7

負債合計 5,222,009 85.7 4,846,318 84.3
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 433,800 7.1 433,800 7.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 191,120 191,120

資本剰余金合計 191,120 3.1 191,120 3.3

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 3,270 3,270

２．任意積立金

(1）特別償却準備金 1,563 1,172

(2）別途積立金 400,000 200,000

３．当期未処分利益又は当期未処

理損失（△）
△157,297 71,088

利益剰余金合計 247,537 4.1 275,531 4.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 196 0.0 652 0.0

資本合計 872,653 14.3 901,104 15.7

負債資本合計 6,094,663 100.0 5,747,423 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,489,801 100.0 9,584,878 100.0

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 22,484 22,006

２．当期商品仕入高 3,055,330 2,918,648

合計 3,077,815 2,940,654

３．期末商品棚卸高 22,006 3,055,808 32.2 22,713 2,917,940 30.4

売上総利益 6,433,992 67.8 6,666,938 69.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 6,425,967 67.7 6,351,650 66.3

営業利益 8,025 0.1 315,287 3.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 552 938

２．受取奨励金 4,790 1,320

３．法人税等還付加算金 － 535

４．不動産賃貸収入 3,840 3,840

５．差入保証金返還益 － 2,380

６．その他 883 10,065 0.1 9,154 18,169 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 61,797 56,228

２．その他 164 61,961 0.7 134 56,363 0.6

経常利益又は経常損失（△） △43,869 △0.5 277,093 2.9

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 33,750

２．営業補償金 － 49,638

３．保険求償金 － 19,073 102,462 1.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 170,085 83,513

２．減損損失  ※３ － 189,619

３．長期前払費用除却損 3,033 －

４．差入保証金償却 7,588 －

５．賃貸契約違約金 1,773 182,481 1.9 － 273,132 2.8

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失（△） △226,351 △2.4 106,422 1.1

法人税、住民税及び事業税 11,222 25,810

法人税等調整額 6,508 17,730 0.2 17,818 43,628 0.5

当期純利益又は当期純損失
（△） △244,081 △2.6 62,794 0.7

前期繰越利益 86,784 8,293

当期未処分利益又は当期未
処理損失（△）

△157,297 71,088
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△）

△226,351 106,422 332,774

減価償却費 271,485 242,865 △28,620

減損損失 － 189,619 189,619

長期前払費用償却 40,206 34,198 △6,008

差入保証金償却 7,588 － △7,588

退職給付引当金の増加額 15,940 11,547 △4,392

役員退職慰労引当金の増加額（△
減少額）

8,063 △10,219 △18,283

貸倒引当金の増加額（△減少額） 7 △29,381 △29,388

受取利息 △552 △938 △385

支払利息 61,797 56,228 △5,568

固定資産除却損 155,989 74,200 △81,789

長期前払費用除却損 3,033 － △3,033

売上債権の減少額（△増加額） △5,523 17,764 23,288

棚卸資産の減少額（△増加額） △1,699 1,722 3,422

前払費用の減少額（△増加額） 1,046 3,144 2,098

その他の資産減少額 11,673 20,714 9,041

その他の負債増加額 22,056 △2,802 △24,858

仕入債務の減少額 △9,824 △3,275 6,548

未払金の減少額 △31,912 △14,964 16,948

未払費用の増加額（△減少額） △20,364 23,371 43,736

預り金の増加額（△減少額） △296 325 622

仮受金の増加額(△減少額） 39,698 △39,698 △79,396

未払消費税等の増加額（△減少額) △19,291 18,929 38,221

その他 － △6,442 △6,442

小計 322,770 693,331 370,561

利息の受取額 243 694 450

利息の支払額 △60,655 △56,714 3,941

法人税等の還付額 － 19,595 19,595

法人税等の支払額 △88,922 △1,548 87,374

営業活動によるキャッシュ・
フロー

173,436 655,358 481,922
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ 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 △238,773 △105,194 133,578

有価証券の取得による支出 △1,263 △1,282 △18

差入保証金の差入による支出 △22,310 △17,693 4,616

差入保証金の返戻による収入 259,040 168,019 △91,021

長期前払費用の増加額 △35,169 △16,482 △51,651

その他 87 － △87

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△38,389 27,366 65,755

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額 △93,438 △227,000 △133,561

長期借入れによる収入 1,600,000 1,200,000 △400,000

長期借入金の返済による支出 △1,416,398 △1,414,676 1,722

配当金の支払額 △69,600 △35,015 34,585

その他 △9,604 △9,604 0

財務活動によるキャッシュ・
フロー

10,958 △486,295 △497,254

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 146,005 196,428 50,423

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 72,116 218,122 146,005

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 218,122 414,551 196,428
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(4）利益処分案

前事業年度

株主総会承認日
（平成17年６月23日）

当事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月22日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）

△157,297 71,088 228,385

Ⅱ　任意積立金取崩額    

　１．別途積立金取崩額 200,000 －  

　２．特別償却準備金取崩額 390 200,390 390 71,478  

合計 43,093 71,478 28,385

Ⅲ　利益処分額  

１．配当金 34,800 34,800 34,800 34,800  

Ⅳ　次期繰越利益 8,293 36,678 28,385
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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）を採用しております。

その他有価証券

同左

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用してお

ります。

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産：定額法を採用しており

ます。なお、耐用年数

については法人税法に

規定する方法と同一の

基準によっております。

(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。なお、耐用年数

については法人税法に

規定する方法と同一の

基準によっております。

(2）無形固定資産：

同左

(3）長期前払費用：均等償却によっており

ます。なお、償却期間

については法人税法に

規定する方法と同一の

基準によっております。

(3）長期前払費用：

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、

回収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

ａ）一般債権

貸倒実績率によっております。

ａ）一般債権

同左

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権等

財務内容評価法によっております。

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権等

同左

(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、当期末において発生している額

を計上しております。

(2）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基づく

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

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

方法に準じた会計処理によっております。

同左

６．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。

同左

７．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。

消費税等の会計処理

同左
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ――――――  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益は189,619千円減少しており

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

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（外形標準課税）

「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22,056千円増加し、営

業利益が同額減少、経常損失及び税引前当期純損失がそれ

ぞれ同額増加しております。

―――――――

-16-



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 24,600株

発行済株式総数 普通株式 6,960株

授権株式数 普通株式 24,600株

発行済株式総数 普通株式 6,960株

　２　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は196千円

であります。

　２　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額652千円で

あります。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は87.1％、一

般管理費に属する費用の割合は12.9％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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は85.7％、一

般管理費に属する費用の割合は14.3％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。

給与手当 2,678,235千円

家賃地代 1,267,606千円

水道光熱費 395,112千円

減価償却費 271,485千円

長期前払費用償却 40,206千円

退職給付費用 85,607千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,063千円

給与手当 2,700,902千円

家賃地代 1,191,169千円

水道光熱費 383,698千円

減価償却費 242,865千円

長期前払費用償却 34,198千円

退職給付費用 85,279千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,928千円

※２　固定資産除却損は建物148,766千円、機械及び装置

3,323千円、工具、器具及び備品3,899千円、原状回復

費14,096千円であります。

※２　固定資産除却損は建物70,243千円、機械及び装置

2,570千円、工具、器具及び備品1,386千円、原状回復

費9,313千円であります。

   　　　　　　　　――――――

 

※３　減損損失

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位として資産のグルーピングを

行っております。

　主に収益性が著しく低下した以下の資産グループに

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額189,619千円（建物163,234千円、リース資産

19,124千円、その他7,260千円）を減損損失として、

特別損失に計上しております。

用途 種類 場所
減損損失

（千円）

 店舗

（10店舗）
 建物　他  東京都　他 189,619

　　　資産グループ毎の回収可能額は、固定資産の使用価

値により測定しております。なお、使用価値について

は、将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて算定

しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に掲

記されている現金及び預金勘定残高と同額であります。

※１　現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表に掲

記されている現金及び預金勘定残高と同額であります。

  

-18-



①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（借手側）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

（借手側）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

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 458,106 221,218 236,887

工具、器具及
び備品

98,042 40,112 57,930

ソフトウエア 97,543 57,935 39,607

合計 653,692 319,266 334,426

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）

機械及び装置 414,656 231,647 19,124 163,884

工具、器具及
び備品

131,917 60,179 ― 71,738

ソフトウエア 76,675 51,099 ― 25,575

合計 623,248 342,925 19,124 261,198

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

　１年内 107,413千円

　１年超 240,113千円

　合計 347,526千円

　１年内 98,348千円

　１年超 193,827千円

　合計 292,175千円

　リース資産減損勘定の残高 12,681千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 112,612千円

　減価償却費相当額 100,643千円

　支払利息相当額 12,941千円

 

　支払リース料 128,937千円

　リース資産減損勘定の取崩額

　

6,442千円

　減価償却費相当額 116,283千円 

　支払利息相当額 11,672千円

　減損損失 19,124千円 

 

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
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②　有価証券

その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1）株式 5,207 5,538 331 6,493 7,594 1,100

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 5,207 5,538 331 6,493 7,594 1,100

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 5,207 5,538 331 6,493 7,594 1,100

③　デリバティブ取引

前事業年度（平成17年３月31日現在）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当事業年度（平成18年３月31日現在）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金及び厚生

年金基金制度を設けております。

　厚生年金基金においては、当社は平成５年７月１日よ

り、複数事業主制度の企業年金である丸紅連合厚生年金

基金に加入しており、当該基金については、当社の拠出

に対する年金資産の額を合理的に計算できないため、要

拠出額を費用処理しております。

　当期末において、掛金拠出割合（平成17年３月分納入

告知額の割合）の方法で按分した年金資産の額は、

885,286千円であります。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

　当期末において、掛金拠出割合（平成18年３月分納入

告知額の割合）の方法で按分した年金資産の額は、

1,166,313千円であります。

２．退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日現在） ２．退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日現在）

（単位：千円）

　退職給付債務 153,923

　退職給付引当金 153,923

（単位：千円）

　退職給付債務 165,471

　退職給付引当金 165,471

（注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。

同左

３．退職給付費用の内訳（自平成16年４月１日　至平成17

年３月31日）

３．退職給付費用の内訳（自平成17年４月１日　至平成18

年３月31日）

（単位：千円）

　１．勤務費用 23,650

　２．丸紅連合厚生年金基金へ

の拠出額
61,956

　３．退職給付費用 85,607

（単位：千円）

　１．勤務費用 24,761

　２．丸紅連合厚生年金基金へ

の拠出額
60,517

　３．退職給付費用 85,279

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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⑤　税効果会計

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

（単位：千円）
前事業年度

（平成17年３月31日現在）
当事業年度

（平成18年３月31日現在）
短期繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 52,276 60,753
未確定費用概算計上否認 14,436 13,011
未払事業税否認 6,310 6,198
未払事業所税 3,811 3,784
繰越欠損金 80,993 ―
その他 571 830

小計 158,397 84,577
評価性引当額 △80,993 ―

短期繰延税金資産計 77,404 84,577

長期繰延税金資産
長期前払費用償却損金算入限度超過額 8,105 4,729
退職給付引当金損金算入限度超過額 60,247 67,346
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 27,589 23,430
貸倒引当金損金算入限度超過額 13,736 1,777
減損損失 ― 65,481
繰越欠損金 3,025 ―
その他 17 17

小計 112,722 162,783
評価性引当額 △15,742 △91,061

長期繰延税金資産計 96,980 71,722

長期繰延税金負債
特別償却準備金 804 536
その他 216 531

長期繰延税金負債計 1,021 1,068

長期繰延税金資産純額 95,959 70,654

　　繰延税金資産の総額 173,363 155,232

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

⑥　持分法損益等

　該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 岩下善夫 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接6.0％
－ －

当社店舗等賃

借契約の連帯

保証（※１）

99,134 － －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）当社が賃借している営業店舗等の賃借契約に対し個人保証をうけております。取引金額には、対象と

なる店舗等の年間賃借料（平成16年 4月１日～平成17年 3月31日）を記載しております。

(2）子会社等

　該当事項はありません。

(3）兄弟会社等

  該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 岩下善夫 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接6.0％
－ －

当社店舗等賃

借契約の連帯

保証（※１）

97,176 － －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）当社が賃借している営業店舗等の賃借契約に対し個人保証をうけております。取引金額には、対象と

なる店舗等の年間賃借料（平成17年 4月１日～平成18年 3月31日）を記載しております。

(2）子会社等

　該当事項はありません。

(3）兄弟会社等

  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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額  125,381円17銭

１株当たり当期純損失 35,069円21銭

１株当たり純資産額    129,468円99銭

１株当たり当期純利益  9,022円17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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 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損失 244,081千円

普通株式に係る当期純損失 244,081千円

損益計算書上の当期純利益 62,794千円

普通株式に係る当期純利益 62,794千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 6,960株 普通株式の期中平均株式数 6,960株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）受注実績

　該当事項はありません。

(3）仕入実績

　当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

区分
第17期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比（％）

（店舗仕入実績）

冷凍水産物及び加工品（千円） 1,148,772 91.8

米、小麦粉等（千円） 935,224 88.2

カット野菜、チルド食材（千円） 438,558 127.2

天ぷら油等食品及び包材食材（千円） 377,047 99.8

酒類（千円） 19,044 90.3

合計（千円） 2,918,648 95.5

　（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　　地域別販売実績

　当事業年度の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

地域別
第17期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

期末店舗数
（店）

東京都（千円） 6,619,665 99.4 69.1 81

埼玉県（千円） 714,354 114.3 7.5 9

神奈川県（千円） 1,488,156 100.2 15.5 17

千葉県（千円） 578,920 110.0 6.0 8

栃木県（千円） 112,654 94.5 1.2 1

群馬県（千円） 71,126 100.2 0.7 1

合計（千円） 9,584,878 101.0 100.0 117

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．店舗数は直営店舗数を記載しております。
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６．役員の異動

（１）代表者の異動

　　　　　代表取締役会長　　岩下　善夫　　（現　代表取締役社長）

　　　　　代表取締役社長　　佐伯　崇司　　（現　顧　問）

　　　　　専務執行役員　　　小野　英郎　　（現　代表取締役専務取締役）

（２）その他の役員の異動

　　①新任取締役候補

　　　　　取締役　　　　　　今井　明夫　　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長）

　　　　　取締役　　　　　　貴堂　聡　　　（現　ロイヤルマネジメント株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務取締役）

　　　　　取締役　　　　　　三田村　達也　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員関連事業部長）

　　　　　取締役　　　　　　菊地　唯夫　　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員総合企画部長兼法務室長）

　　　　　取締役　　　　　　森　　俊夫　　（現　日清オイリオグループ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員業務用事業部長）

　　　　　取締役　　　　　　前田　一郎　　（現　丸紅株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食料部門長補佐兼流通企画部長）

　　　　　取締役　　　　　　江藤　真一郎　（現　丸紅株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食料総括部長代理兼事業課長）

　　②新任監査役候補

　　　　　非常勤監査役　　　浦　　一馬　　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤監査役）

　　③退任予定取締役

　　　　　常務取締役　　　　都丸　啓吉　　（専務執行役員　就任予定）

　　　　　取締役　　　　　　岡田　達雄　　（常務執行役員　就任予定）

　　④退任予定監査役

　　　　　非常勤監査役　　　渡部　英二

（３）就任予定日

　　　　　平成１８年６月２２日
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