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１. 18年 3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)連結経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期

17年 3月期

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年 3月期

17年 3月期

(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（連結） 18年3月期 株 17年3月期 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

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年 3月期

17年 3月期

(注)期末発行済株式数（連結） 18年3月期 株 17年3月期 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期

17年 3月期

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数 社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 （新規） 社 （除外） 社 持分法 （新規） 社 （除外） 社

２. 19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18年  4月  1日  ～  平成 19年  3月 31日 ）

百万円 百万円 百万円

中  間  期

通      期

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）

※ 上記に記載した予想数値は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しており
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。

※ 上記記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。
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１．企業集団の状況 

 

 当企業集団は、テンアライド株式会社（当社）及びその子会社である株式会社桃桃、テンワールドトレー

ディング株式会社によって構成されております。 

 当社は、「旬鮮酒場天狗」、「和食れすとらん天狗」、旬鮮炭火焼き「くわい家」の三業態の店舗において外

食産業を営んでおります。 

 子会社の株式会社桃桃は「和食れすとらん天狗」花畑店として飲食店を営業し、一方、テンワールドトレ

ーディング株式会社は酒類、食料品等の輸入販売を行っております。 

 事業の系統図は以下の通りになっております。 

 

 

２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、昭和４４年１２月の設立当初から、「経営理念」として「お客様への四つの誓い」（良いものを安

く、早く、清潔に、最高の雰囲気で）を掲げ、安くておいしい料理やお酒、飲物をすばやくご提供し、清潔

な店内と気持ちの良いおもてなしで、お客様に心から喜んでいただき、ご支持されるお店作りの実現に日々

邁進しております。 

 また、会社の「経営指針」として、「四つの誓いを極め、お客様に最高の満足を」ご提供し、そしてその目

標とするところを「お客様の数を増やすことが、最も重要な課題」と設定し、そのために各々の店舗が「お

客様が目指してきていただける地域一番店を目指し、それも地域一番店でなければ店舗を構える意味が無い」

ということを強力に打ち出し、これらを必ず実現するという強い意志を全社員が常に持ち続けることの大切

さを説いております。つまり、お客様にとっても当社にとっても、なくてはならない店舗作りが会社の生命

線であり、会社として「お客様に、従業員に、仕入先様に、株主様になくてはならない会社」、「真似はしな

い、独創性溢れる会社」、そして「大きな夢を持ち続け、いつも輝いている人づくり・店舗づくりを実現でき

る会社」、そんな会社を社員全員で作り上げていくことを目標としております。 

これらに基づき、当社は外食産業としてお客様本位の経営を実践することにより、継続的な業績伸展と収

益体質の具現化により、もって安定的な利益還元と社会貢献を実現することを基本方針とし、「旬鮮酒場天狗」

と「和食れすとらん天狗」、旬鮮炭火焼き「くわい家」の三業態を基本柱として、今後とも直営店を中心に店

舗展開を図ってまいります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、業績に応じて安定的配

当を行うことを基本方針とし、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保も勘案し、

適正な利益還元をしていきたいと考えております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

 当社の目標とする経営指標としては、株主に対する利益配当を経営の重要課題としており、１株当たりの
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当期純利益の向上と株主資本利益率の向上を、第二にキャッシュ・フローの向上を目指しております。 

 

(4) 中期的な会社の経営戦略 

 今後の経済見通しにつきましては、原油価格の高騰から来る搬送費の値上げ等の影響から不透明な部分も

ありますが、企業の収益改善は堅調に推移するものと思われます。 

個人消費においては、諸物価の値上がりも予想され予断は許されない環境であり、当業界におきましても、

引き続き異業種・同業者間の生き残りをかけて、ますます競争の激化は必至の状況にあります。 

当社としてはこのような環境下、創業当時から、お客様への四つの誓いとして掲げております「良いもの

を安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」を基本コンセプトとして、次連結会計年度を当社の第二創生期と

位置付け、厳しい経営環境においても耐えうる利益体質の確立、事業規模の拡大に向けた出店体制の底固め

の実施、及び顧客ニーズを踏まえたメニュー開発・サービス向上・店舗作りとそれらを外に向かって発信し

ていく販促活動の強化について取り組んでまいります。 

以上のことから、今後の課題を次のように捉え、諸施策に取り組んでまいります。 

１）商品政策の強化 

① 商品政策は何よりも、お客様のニーズに合った商品作りにあります。当社は「旬鮮酒場天狗」、

「和食れすとらん天狗」、及び旬鮮炭火焼「くわい家」の三つの業態によって成り立っておりま

すが、いずれの業態についても原点回帰の基本スタンスから、コンセプトの徹底した見直しと確

立に取り組んでまいりました。経営管理組織として商品本部を設置し、仕入部、調理部、製造物

流部を傘下に配し、そのトータルな機能を駆使し、当社のコンセプトの実現、つまりバリューと

オリジナリティ溢れるメニューの開発により、常にお客様に料理や飲物を通して、「驚きと感動」

を引き続きお伝えしてまいります。 

② 「旬鮮酒場天狗」については、バリューとオリジナル性の飽くなき追求を基本的理念として、

食材のみならず、酒類についてもこだわりを追求してまいります。特に日本酒につきましては、

当連結会計年度以前より既に導入し好評を頂いております生生酒（本醸造「いよよ華やぐ」）に

加え、杉の樽で貯蔵し木の香りのついた樽酒（本醸造「杉蔵」）や香り豊かな搾りたての生原酒

（本醸造「香郷」）等のオリジナル商品の開発を行い、商品ラインアップの充実に傾注しており

ます。 

 このほか、店舗規模・立地条件等を考慮した新たな業態開発を行うとともに、引き続き地方の

メニューや宴会メニューについてもお客様のターゲットを意識したきめ細かなメニュー構成を

提案してまいります。 

③ 「和食れすとらん天狗」におきましても、旬の食材の活用とバリュー感のあるメニュー開発、

ランチメニューについてはセットサービスの導入等を図り、より幅の広い客層へ食事やお酒、デ

ザートを含めトータルな提案を行ってまいります。その対策として、店舗により食事主体型の店

舗と飲物と食事の混在型の店舗との区分けから、メニュー内容にも違いを取り込み、また地方の

メニューについても地域ごとにニーズを的確に捉え、きめ細かなメニュー戦略を展開してまいり

ます。 

④ 一方、旬鮮炭火焼「くわい家」につきましては、銘柄や産地にこだわった肉や地魚等を使用し

た本格的な料理を提案できる業態として、「旬鮮酒場天狗」とは違った当社におけるアッパー業

態を確立してまいります。 

 

２）仕入政策 

 当社の商品戦略を支えているのは、言うまでもなく仕入政策であり、この仕入戦略の基本的な考え

方は、マーチャンダイジングを目指した仕入の確立にあります。旬と新鮮さの追求、こだわりとオリ

ジナリティの実現に加え、安定的な食材の調達環境の整備、安全食材の確保、健康志向への対応等の

ために、従来にも増して現地生産者やメーカーとのタイアップは不可欠の要素となってきております。

このため、国内はもちろんのこと海外生産者からの直接仕入や、生産者とタイアップした商品開発も

引き続き積極的に行い、プライベートブランドの開発等他社には真似できないオリジナル性の高い商

品開発につなげ、競争力のある商品のラインアップを構築し、マーチャンダイジングの更なる強化を

行ってまいります。 
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 これらの対応に加え、仕入れコストの削減やロス管理の徹底等を実施し、各業態の原価率の改善に

もつなげてまいります。 

 

３）店舗作業の効率化・調理技術の向上 

 上記のようなメニュー政策に加え、調理部の機能強化により、より良い商品をより早く提供できる

体制の構築を図ります。具体的には、お客様への料理や飲物の提供時間にもメスを入れ、より早く商

品の提供ができるよう仕込作業の効率アップ等の徹底した店舗調理作業の見直しとマニュアル整備に

取り組みます。これと並行して、より良い商品の提供を実現するため調理教育の徹底を行い、各人の

調理技術水準の向上を目指します。 

 

４）セントラルキッチンの有効活用 

 セントラルキッチンは、当社の商品政策を支え、コンセプトの核となるオリジナリティを醸し出す

料理・デザート・オリジナルドレッシング・タレなどの開発・製造にとって欠かせない存在でありま

す。 

 また、品質のばらつきを抑え、店舗仕込作業の効率化を図り、お客様へ提供する料理・飲物の質の

向上と提供時間の短縮、ひいては人件費削減効果へ繋がる意味で、セントラルキッチンの存在は店舗

運営の命綱ともなっております。 

 なお、今後の出店拡大に併せて、セントラルキッチンの拡充・地方への新設等も視野に入れて検討

を進めております。 

 

５）人事政策 

① 人事制度の再構築 

 企業を支えるのは何といっても人的資産であります。昨今の飲食業界における競争激化の状況

において、人材の定着化を図り、強靭にして戦える人材の集団を作り上げていかねばなりません。

当社としては今後の出店の加速化への対応や将来に向かっての企業力向上のためにもこの人的

資産の確保・優秀な人材の育成は急務と考えております。これらに対応して、各ポジションにお

ける部長から社員に至るまでの役割の明確化・資格認定制度及び評価制度の確立に向けて検討中

であります。 

② 社員・パート教育 

  教育については、映像マニュアル等の作成を始めとする教育ツールの整備を図り、店長から

パートに至るまでの教育カリキュラムの充実化とその教育進行度チェックシステムの導入、また

これらの教育を円滑遂行していくための教育母店機能の明確化、調理技術向上のための調理講習

の充実等、ＯＦＦ－ＯＪＴ両面からの教育の強化を推し進めております。 

③ パート政策 

 お客様へのサービスにあたっては、お客様と直接接しているパートが大きな役割を担っている

といえます。そして、人口構造の高齢化が進み、パート人員確保が困難な現在の状況にあっては、

パート採用・教育・活性化の対策はパート政策として経営上の重要課題であります。 

 当社としましては、このような環境の下、人材の募集方法として、通常のパート募集に加え、

安定的な労働力確保を目的とした通常のパートには無いメリットを付加したテンアライドスタ

ッフ制度や、中高年人材の有効活用を図ることを目的としたシニアテンアライドスタッフ制度

（いずれも当社呼称）による採用を更に強化してまいります。 

また、既に導入済みのパートのグレード制に基づいたパート店長・パートチーフの育成をより

一層推進することに加え、評価制度や表彰制度などについての見直しを実施し、パートの活性

化・定着化を図ってまいります。 

なお、昨今のパート不足対策の一環として、積極的に外国人パートを採用した店舗運営体制の

構築を検討しており、そのための外国人パートの採用と育成のための専門トレーナー設置等の環

境整備を検討中であります。 

④ 採用政策 

 今後の厳しい採用環境下において、出店戦略の加速化に備え、店舗要員の早期戦力化を図るた
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め、ホームページや携帯電話サイトの活用をはじめ、中高年社員の採用推進とともに、新たにラ

ピッド制度（当社呼称）を導入しております。この制度は、当社で今まで勤務していたパートに

対し、社員として採用を募集することにより、その人が当社において経験し修得したスキルの評

価に準じて採用条件の優遇化を図ると同時に、習熟したスキルを生かし、チーフや店長への短期

育成が可能となる制度であります。 

 

６）出店の加速化 

 当連結会計年度の出店は「和食れすとらん天狗」の５店舗に止まりましたが、次連結会計年度にお

きましては、「和食れすとらん天狗」を中心に「旬鮮酒場天狗」も含めて、２０店舗以上の出店を計画

しております。また、今後の出店に際し円滑且つ機動的な対応が出来るよう出店資金調達手段として

２０億円のシンジケートローン契約を締結いたしました。 

 

７）リニューアル政策 

 次連結会計年度におけるリニューアルは１５店舗ほど計画中で、老朽化の進んでいる店舗を優先し

て実施していく予定であります。 

 

８）販促活動の強化 

 当社の課題のなかで指摘されるテーマに、当社がお客様に伝えたい天狗のコンセプトが必ずしも伝

わっておらず、残念ながら外へのアピールが弱くお客様への認知度が低いことがあげられます。 

 既に、一昨年８月から実施の携帯電話サイトでは、メニュー紹介のページ・店舗検索ページ・各種

情報ページを設けると共に、新メニューやフェアの実施にあたってメール配信によりお客様への事前

告知を行っております。また、携帯電話サイト内にアンケートシステムを設けることにより、お客様

からの声を吸い上げ、より良いメニュー作り・店作り・サービス改善に繋げ、顧客満足度の向上のた

めの貴重な仕組みとなってきております。 

 また、昨年５月にはホームページを新たにフルリニューアルしました。これにより前述の携帯電話

サイトと同様に、当社からお客様に対し積極的に情報発信をしていくと同時に、投資家の方に対して

もＩＲ情報の提供の場として積極的に情報開示を行い、当社の総合的な企業イメージの向上に寄与さ

せてまいります。 

 

９）経費削減策の徹底 

 まず、人件費の削減として、社員・パートの教育の徹底により効率的なシフトの実現を図ると同時

に、人員の定着化推進による採用費の削減等に取り組んでまいります。また、予防営繕による修繕費

の削減や、食器等について店舗毎に定数管理を徹底することによる消耗品費の削減、電気・ガス関係

の契約内容の見直しによる水光熱費の削減、ごみ処理関係の業者見直しと管理の徹底によるごみ処理

費用の削減等きめ細かな対策を引き続き実施してまいります。 

 

１０）戦略的情報システムの構築 

 当業界における今後の厳しい競争環境に打ち勝って行くためには、店舗並びに本部における業務の

効率化、経営戦略の具現化のための情報システムの改善・高度化、情報管理の徹底は必須の対応であ

ります。このため店舗のＰＯＳシステムのレベルアップをはじめとして、ネットワークの光回線への

置き換えによるデータ伝送の高速化、総合データベースの確立等を含めた情報システムの再構築に向

け着手いたしております。 

 

  以上の諸政策の確行により、お客様へのサービス向上を第一に、お客様が気持ちよくご飲食され、満足し

てお帰りになれる店舗作りに邁進し、厳しい競争化にあっても利益をあげ得る体質の会社として全社を挙げ

て取り組んでまいる所存であります。 
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(5) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社では、意思決定の迅速化、明確性、及び株主をはじめとする利害関係者に対してより公平かつ

適正な情報提供に留意するように努めております。 

①迅速かつ円滑な情報収集と意思決定に重点をおくとともに、毎月の定例および臨時取締役会に加え、

取締役間の随時の打ち合わせにより、効率的な業務執行および取締役間の執行管理の強化を目指し

ております。 

②決算短信のほか、毎月の売上状況の開示を行っております。 

③アナリスト等の方々へ、年２回の決算説明会を実施しております。なお、昨年５月にはホームペー

ジの大幅な改訂を行い、その中でＩＲ情報としての開示もスタートさせております。 
④コンプライアンス（法令遵守）については、法令やルールを厳格に遵守することの重要性を認識さ

せるために、会議の場や教育を通じ、またスーパーバイザー（ＳＶ）による担当地区の店舗へのフ

ォローを含め、社員、パートへの周知徹底を図っております。また、内部監査部の店舗臨店時にお

いても、この面に対するチェックと指導を行っております。 

 

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 当社の経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他コーポレートガバナンスの

体制は下記の通りです。 

①当社は監査役制度を採用しております。社外監査役を３名選任しており、客観的な立場から厳正に

取締役の職務執行状況を監視しております。 

②取締役会は、取締役会規定に定められた事項等、経営に関する重要事項の決議を行っております。

取締役会は定時取締役会を毎月１回開催するほか、重要事項決定が必要な場合は臨時に取締役会を

随時開催しております。 

③会計監査人の中央青山監査法人には、会計監査を受けております。 

④内部統制システムの整備・充実のため、平成１８年５月に株主等利害関係者に業務の適正を確保す

るための体制（内部統制システム）に関する基本方針を取締役会で決議いたしましたが、これを受

け今後の業務の適正化・効率化と利害関係者に対するディスクローズの信頼性向上を図ってまいり

ます。 

⑤この他の監視機能として、内部監査室、衛生検査室に加え、顧問弁護士には法律的な判断の必要な

場合、顧問税理士には税務上の判断等を仰ぐ場合に、都度相談し適切な助言を得ております。 

⑥当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況の模式図は以下の通りであります。 
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３．経営成績 

(1) 当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の改善が進む中、企業収益は引き続き増益基調にあり、

企業の投資意欲は依然として根強く、今後とも設備投資の拡大余地は大きいものと思われます。これに伴い、

家計の所得・雇用環境も明るさを増してきており、家計部門にも景気回復の恩恵が波及し、当面の税金・社

会保険料等の負担増といったマイナス要因も雇用所得の回復により緩和され、個人消費は堅調に推移するも

のと予想されます。 

 また、当外食産業界におきましては、個人消費の回復を背景にようやく市場規模の下げ止まり感が出てき

たものの、この限られた市場において、引き続き異業種を含めた競合他社との厳しい競争下にありました。 

 かかる環境のもと当社として、前連結会計年度に引き続き居酒屋の原点回帰を基本に、旬と新鮮さ、そし

てオリジナリティとバリュー感を追求したメニューのブラッシュアップ、宴会メニューバージョンの追加な

どのメニュー政策の強化を図ってまいりました。更には、前連結会計年度より「旬鮮酒場天狗」などの居酒

屋業態においてビジネス街としての立地条件等を勘案し、当連結会計年度において新たに１４店舗を追加、

合計２９店舗でランチ営業を導入しておりますが、これも売上・利益改善に寄与してきております。 

 また、社員からパートに至る調理教育、サービス教育等の一層の徹底を図るとともに、お客様により快適

に飲食を楽しんでいただける環境を整えるべく、「旬鮮酒場天狗」、「和食れすとらん天狗」等２０店舗につき

リニューアルを行い、「和食れすとらん天狗」の一部ではドリンクバーの増設、このほか業態変更等に含めた

リニューアルも実施いたしました。 

 更に、外に向かっては、昨年５月に従来のホームページの大幅な改訂を実施、また、携帯サイトの積極的

拡大、地域に密着した販促活動により、当社の打ち出しを積極的に行ってまいりました。 

 一方、出店につきましては当初１０店舗以上を目指して開発を進めてまいりましたが、結果として当連結

会計年度は、「和食れすとらん天狗」として、平成１７年８月に藤が丘駅前店（横浜市青葉区）、平成１８年

２月に浜松船越店（静岡県浜松市）、同年３月に太宰府店（福岡県太宰府市）と上福岡駅前店（埼玉県ふじみ

野市）の合計５店舗を新規出店致しました。各店とも順調に業績を上げてきております。 

 また、「旬鮮酒場天狗」の福井駅前店、吉祥寺店につきましては、立地条件等勘案し、「和食れすとらん天

狗」に業態変更しております。 
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 なお、平成１８年２月に「旬鮮酒場天狗」富山駅前店を今後とも売上改善が望めないと判断し閉店してお

ります。 

 これにより、当連結会計年度末の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」８５店舗、「和食れすとらん天狗」６８店舗、

及び旬鮮炭火焼「くわい家」４店舗の合計１５７店舗（内ＦＣ１店舗、子会社１店舗を含む）となっており

ます。 

 当社としましては、厳しい環境の中、前述の諸施策の遂行により、業績改善に鋭意取り組んでまいりまし

た結果、当連結会計年度における既存店全体の売上高は前年比１．４％増と若干ではありますが前年を上回

ることができました。 

 以上の結果、当社の当連結会計年度の売上高は２１７億３１百万円で、前連結会計年度に比べ、１．９％

増収となりました。 

 一方、当連結会計年度の経常利益は、売上高が前連結会計年度比で増収であったことから、若干の原価率

上昇と販売費及び一般管理費の微増はあったものの、１億５５百万円（前連結会計年度比６８百万円増益）

となりました。 

 また、当連結会計年度は、有価証券の売却益３億８４百万円等で特別利益３億９７百万円を計上、及び、

減損損失７５百万円、リニューアル等に伴う固定資産除却損１億３０百万円、貸倒損失１３百万円、前会長

社葬費用２５百万円等の特別損失合計３億１６百万円を計上したこと等により、当連結会計年度純利益は１

億１９百万円（前連結会計年度比１百万円の減益）となりました。 

 上記の通り、当初に目指した業績には及びませんでしたが、当連結会計年度に実施してまいりました諸施

策が売上増加、客数増加という面に反映され、業績改善へ向けて一歩前進することができました。今後とも

全社を挙げて更なる飛躍に繋げてまいる所存でございます。 

 

(2) 第３８期通期の見通し 

 第３８期の経済環境は、原油高をはじめ先行きの不安材料等を残しながらも企業の設備投資意欲は高く、

雇用情勢の改善による個人消費も拡大傾向にあり、引き続き景気は回復基調で推移していくものと予想され

ますが、外食産業におきましては今後とも業態を超えた企業間競争の益々の激化の中、その生き残りのため

の厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 こうした中、当社としましては引き続き既存店の売上改善と収益力強化を図るとともに、新規出店の加速

化を目指し、徹底した教育の実施により、常にお客様を意識した商品の提供、サービスレベルの向上を図っ

てまいります。なお、出店につきましては、「和食れすとらん天狗」を主体に「旬鮮酒場天狗」を含め２０店

舗を目標に準備を進めております。 

 以上より、第３８期通期の連結売上高は２３３億８９百万円（前連結期比７．６％増収）、連結経常利益は

６億６百万円（同比４億５１百万円増益）、連結純利益は５億１１百万円（同比３億９２百万円増益）を見込

んでおります。 

 なお、配当につきましては、中間配当は１株４円とし、平成１９年３月期末の配当は同じく４円とし、年

間配当８円を予定しております。 

 

４．財政状態 

(1) 連結キャッシュ・フローの状況 

①営業活動によるキャッシュ・フロー     ９億５０百万円 

②投資活動によるキャッシュ・フロー    △８億５３百万円 

③財務活動によるキャッシュ・フロー    △６億８８百万円 

④現金及び現金同等物期末残高       １７億６９百万円 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは９億５０百万円でありましたが、主なものは税金等調整前当期純利

益２億３６百万円、減価償却費９億９０百万円及び減損損失７５百万円であります。投資活動によるキャッ

シュ・フローの主なものは新規出店及びリニューアル店舗への設備投資による固定資産取得１１億２百万円、

投資有価証券の売却３億９９百万円等であります。財務活動によるキャッシュ・フローの主なものは長期借

入金の返済２億３１百万円及び社債の償還による支出３億円であります。この結果、現金及び現金同等物期
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末残高は１７億６９百万円となりました。 

 

５．事業等のリスク 

 当社の事業遂行、経営成績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項は、次に述べるものであります。 

 

(1) 食材調達について 

 食材調達について外食産業において最も重要なことは、食の安全確保ということであり、お客様に安全で

良質の食材を調達し、提供していくことが最大の使命であります。 

 このところのＢＳＥ（牛海綿状脳症）や鳥インフルエンザ等の発生により、食材の調達上のリスクが発生

する可能性に加え、冷夏等天候不順や異常気象による米、野菜及び穀物等の農産物不作の状況や海の汚染等

による魚介類への影響から、これに伴う食材の仕入価格の上昇、ひいては調達自体が困難となるリスクが生

じる可能性があり、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2) 衛生管理について 

 食の安全確保の観点から、これを維持していくために、当社は飲食業を営むにあたって「食品衛生法」に

よる規制を受けております。この法律では、食品の安全確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他

の措置を講じることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を目的とする

もので、当社としましては日々の食材の検品の強化、店舗・セントラルキッチンの衛生環境の整備、衛生へ

の意識付けのための教育、これらの運用状況等のチェックのための衛生監査・細菌検査の全店舗実施等を行

っております。 

 しかし、万が一食中毒等の事故を起こした場合は、この法的規制により営業停止や営業許可の取消等を命

じられることがあり、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3) 固定資産の減損会計の適用について 

 当社は当中間連結会計年度から、減損会計の適用に伴い一部営業店舗の固定資産について減損処理を行っ

ておりますが、今後、店舗の損益状況の悪化等により新たに減損損失を認識すべきと判断した場合は、固定

資産減損損失が特別損失に計上され、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4) 顧客情報管理について 

 当社はお客様のアンケート情報や会員情報により、新メニュー・各種フェアー・宴会のご案内のダイレク

トメールによる販売促進を活用しておりますが、これらに関する個人情報については厳正管理を行っており

ますが、万が一不正等の発生により何らかの理由で顧客情報が漏洩した場合は、損害賠償問題の発生や信用

の低下等により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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６．連結財務諸表等 

①連結貸借対照表 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成１７年３月３１日） （平成１８年３月３１日） 
対前期比較（△は減） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   2,361   1,769   △592 

 ２ 売掛金   108   125   17 

 ３ たな卸資産   191   253   62 

 ４ 繰延税金資産   404   358   △46 

 ５ その他   490   521   30 

   貸倒引当金   △0   △0   ― 

   流動資産合計   3,556 21.8  3,028 18.9  △527 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産 ※１         

  (1) 建物及び構築物  13,137   13,156     

    減価償却累計額  9,049 4,088  9,030 4,125   37 

  (2) 機械及び装置  1,923   2,000     

    減価償却累計額  1,397 525  1,379 621   95 

  (3) 工具器具及び備品  2,136   2,163     

    減価償却累計額  1,671 465  1,659 503   38 

  (4) 土地 ※２  334   334   ― 

  (5) 建設仮勘定   0   ―   △0 

    有形固定資産合計   5,414 33.2  5,585 35.0  171 

 ２ 無形固定資産          

  (1) ソフトウェア   69   52   △16 

  (2) 電話加入権等   69   65   △3 

    無形固定資産合計   138 0.8  118 0.7  △19 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 長期性預金   ―   100   100 

  (2) 投資有価証券 ※１  763   750   △13 

  (3) 長期貸付金   81   65   △16 

  (4) 敷金及び保証金 ※１  6,289   6,240   △49 

  (5) 再評価に係る繰延税金資産 ※２  3   ―   △3 

  (6) その他   91   112   21 

    貸倒引当金   △23   △15   7 

    投資その他の資産合計   7,206 44.2  7,253 45.4  47 

    固定資産合計   12,758 78.2  12,957 81.1  198 

    資産合計   16,314 100.0  15,986 100.0  △328 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成１７年３月３１日） （平成１８年３月３１日） 

対前期比較 

（△は減） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

 １ 買掛金   596   620   23 

 ２ 一年以内返済予定の長期借入金 ※１  227   44   △183 

 ３ 一年以内償還予定の社債 ※１  300   300   ― 

 ４ 未払金   536   755   219 

 ５ 未払消費税等   68   45   △23 

 ６ 未払法人税等   141   113   △28 

 ７ 未払事業所税   27   32   5 

 ８ 未払費用   288   312   23 

 ９ その他   19   26   6 

   流動負債合計   2,206 13.5  2,249 14.0  42 

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債 ※１  900   600   △300 

 ２ 長期借入金 ※１  148   100   △48 

 ３ 繰延税金負債   224   219   △5 

 ４ 再評価に係る繰延税金負債   ―   41   41 

 ５ 退職給付引当金   660   687   27 

 ６ 預り保証金   4   4   ― 

 ７ 長期未払金   27   22   △5 

   固定負債合計   1,964 12.1  1,674 10.5  △289 

   負債合計   4,170 25.6  3,923 24.5  △247 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※３  5,257 32.2  5,257 32.9  ― 

Ⅱ 資本剰余金   4,847 29.7  4,847 30.3  ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,887 11.6  1,850 11.6  △37 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △4 △0.0  △49 △0.3  △44 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   362 2.2  362 2.3  0 

Ⅵ 自己株式 ※４  △205 △1.3  △205 △1.3  0 

   資本合計   12,144 74.4  12,062 75.5  △81 

   負債、少数株主持分及び資本合計   16,314 100.0  15,986 100.0  △328 
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②連結損益計算書 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

  至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

対前期比較 

（△は減） 

注記 百分比 百分比区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高   21,323 100.0  21,731 100.0  407 

Ⅱ 売上原価 ※１  6,432 30.2  6,646 30.6  213 

   売上総利益   14,891 69.8  15,084 69.4  193 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

 １ 人件費  7,091   7,337     

 ２ 退職給付費用  185   157     

 ３ 地代家賃  3,001   3,008     

 ４ 事業税  67   69     

 ５ 事業所税  26   31     

 ６ 減価償却費  1,019   982     

 ７ 研究開発費 ※１ 11   13     

 ８ その他  3,435 14,838 69.6 3,383 14,984 68.9  145 

   営業利益   52 0.2  99 0.5  47 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  10   1     

 ２ 受取配当金  6   8     

 ３ 賃貸収入  11   1     

 ４ 固定資産負担金  21   48     

 ５ 雑収入  14 64 0.3 17 77 0.3  12 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  17   12     

 ２ 社債保証料  4   3     

 ３ 雑損失  8 30 0.1 5 21 0.1  △8 

   経常利益   86 0.4  155 0.7  68 

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益  ―   384     

 ２ 貸倒引当金戻入益  57   7     

 ３ 土地売却益  341   ―     

 ４ その他  ― 399 1.9 5 397 1.8  △1 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除却損 ※２ 61   130     

 ２ 減損損失 ※３ ―   75     

 ３ 貸倒損失  ―   13     

 ４ 支払和解金  47   ―     

 ５ リース解約損  20   ―     

 ６ その他 ※４ 49 177 0.8 96 316 1.4  138 

   税金等調整前当期純利益   308 1.5  236 1.1  △71 

   法人税、住民税及び事業税  77   76     

   法人税等調整額  110 187 0.9 40 117 0.6  △70 

   当期純利益   120 0.6  119 0.5  △1 
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③連結剰余金計算書 

  

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

  至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

注記 区分 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

      
Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,847  4,847 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   4,847  4,847 

      

      
（利益剰余金の部）      

      
Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,962  1,887 

      
Ⅱ 利益剰余金増加高      

      
 １ 当期純利益  120 120 119 119 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

      
 １ 配当金  104  156  

      
 ２ 土地再評価差額金取崩高  90 195 ― 156 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,887  1,850 
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④連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

  至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

注記 区分 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  308 236 

２ 減価償却費  1,027 990 

３ 減損損失  ― 75 

４ 貸倒引当金の減少額  △89 △8 

５ 退職給付引当金の増加額  43 27 

６ 受取利息及び受取配当金  △17 △10 

７ 賃貸収入  △11 △1 

８ 支払利息  17 12 

９ 有形固定資産除却損  61 130 

１０土地売却益  △341 ― 

１１ リース解約損  20 ― 

１２ 投資有価証券売却益  ― △384 

１３ 貸倒損失  ― 13 

１４ 売上債権の増加額  △0 △17 

１５ たな卸資産の増減額（△は増加）  40 △62 

１６ その他流動資産の減少額  82 6 

１７ 仕入債務の増減額（△は減少）  △34 23 

１８ 未払消費税等の減少額  △14 △23 

１９ その他流動負債の増加額  52 33 

２０ 敷金及び保証金の減少額  298 8 

２１ 預り保証金の増加額  1 ― 

２２ その他  △0 72 

   小計  1,443 1,124 

２３ 利息及び配当金の受取額  17 10 

２４ 賃貸料の受取額  10 1 

２５ 利息の支払額  △18 △12 

２６ 法人税等の支払額  △79 △173 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,375 950 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  ― △100 

２ 有形固定資産の取得による支出  △822 △1,102 

３ 有形固定資産の売却による収入  735 ― 

４ 無形固定資産取得による支出  △9 △18 

５ 投資有価証券の売却による収入  ― 399 

６ 貸付けによる支出  ― △0 

７ 貸付金の回収による収入  16 16 

８ 長期前払費用増加による支出  △36 △47 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △117 △853 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 長期借入金の返済による支出  △230 △231 

２ 長期借入金の借入による収入  200 ― 

３ 社債の償還による支出  △300 △300 

４ 自己株式の取得による支出  △204 △0 

５ 配当金の支払額  △104 △156 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △638 △688 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  619 △592 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,742 2,361 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,361 1,769 

  
※１ 
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 同左 

  ㈱桃桃、テンワールドトレーディング㈱  

   

２ 持分法の適用に関する事項 該当する会社はありません。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致して 同左 

 おります。  

４ 会計処理基準に関する事項   

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券 (イ)有価証券 

   その他有価証券  その他有価証券 

   時価のあるもの   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 同左 

    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出しております。）  

  時価のないもの   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 同左 

 (ロ)たな卸資産 (ロ)たな卸資産 

   商品    総平均法による原価法 同左 

   店舗食材      同上  

 原材料       同上  

 貯蔵品   最終仕入原価法  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 (イ)有形固定資産の減価償却方法 (イ)有形固定資産の減価償却方法 

  定率法  

  なお、耐用年数については、下記のとおりであ 同左 

  ります。  

  建物、建物付属設備及び  

  構築物 
８年から４７年 

 

  機械及び装置 ７年から９年  

  その他 ５年から１０年  

 (ロ)無形固定資産の減価償却方法 (ロ)無形固定資産の減価償却方法 

   定額法  

   なお、自社利用のソフトウェアについては、 同左 

   社内における利用可能期間（５年）に基づく定  

   額法を採用しております。  

(3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 (イ)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 同左 

   権については貸倒実積率により、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勘  

   案し、回収不能見込額を計上しております。  

   

 



 16 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

 (ロ)退職給付引当金 (ロ)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年 

 度末における退職給付債務見込額から会計基準 度末における退職給付債務見込額から会計基準 

 変更時差異未処理額及び未認識数理計算上の差 変更時差異未処理額及び未認識数理計算上の差 

 異を加減した額を計上しております。 異を加減した額を計上しております。 

 なお、新会計基準の適用に伴う平成１２年４月 なお、新会計基準の適用に伴う平成１２年４月 

 １日における会計基準変更時差異（２３２百万 １日における会計基準変更時差異（２３２百万 

 円）は、平成１２年４月１日から１０年間にわ 円）は、平成１２年４月１日から１０年間にわ 

 たり費用処理しております。 たり費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平 数理計算上の差異は、そ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（９年）によ 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、翌連結会計年度から費用処理 る定額法により、翌連結会計年度から費用処理 

 することとしております。また、退職一時金制 することとしております。また、退職一時金制 

 度のほかに、同種企業グループで設立している 度のほかに、同種企業グループで設立している 

 総合設立の外食産業ジェフ厚生年金基金に加入 総合設立の外食産業ジェフ厚生年金基金に加入 

 しており、当該年金基金への拠出額を退職給付 しており、当該年金基金への拠出額を退職給付 

 費用として計上しております。 費用として計上しております。 

 (4) 重要な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 同左 

 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。  

 (5) その他連結財務諸表作成のための重 (イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 

    要な事項   税抜方式によっております。 同左 

   

 (ロ)連結納税制度の適用 (ロ)連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用しております。 同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関す 連結子会社の資産及び負債の評価については、部分 同左 

  る事項 時価評価法を採用しております。  

６ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失 同左 

 処理について連結会計年度中に確定した利益処分又  

 は損失処理に基づいて作成しております。  

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金 同左 

  資金の範囲 及び現金同等物）は、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  

 動については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。  
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【会計処理の変更】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度から「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。 

  これにより税金等調整前当期純利益が７５百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該 

 各資産の金額から直接控除しております。 

  

 

【追加情報】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３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６７百万円を販売費  

及び一般管理費に計上しております。  
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【注記事項】 

〔連結貸借対照表関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（平成１７年 ３月３１日） （平成１８年 ３月３１日） 

※１ 担保提供資産 ※１ 担保提供資産 

 長期借入金（一年以内に返済予定の長期借入金２２７百万円を含む）  長期借入金（一年以内に返済予定の長期借入金４４百万円を含む） 

 ３７５百万円及び銀行保証付無担保私募債（一年以内に償還予定の  １４４百万円及び銀行保証付無担保私募債（一年以内に償還予定の 

 私募債３００百万円を含む）１，２００百万円に対して下記の資産  私募債３００百万円を含む）９００百万円に対して下記の資産を担 

 資産を担保に供しております。  保に供しております。 

 投資有価証券                ６６３百万円  投資有価証券                ６８８百万円 

 建物                     ６２  建物                     ５９ 

 土地                    ２４５  土地                    ２４５ 

 敷金及び保証金             １，１４２  敷金及び保証金             １，１４２ 

 計                   ２，０８３   計                   ２，１３６  

※２ 土地再評価 ※２ 土地再評価 

 「土地の再評価に関する法律」（平成１０年３月３１日公布政令第  「土地の再評価に関する法律」（平成１０年３月３１日公布政令第 

 ３４号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」  ３４号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」 

 （平成１１年３月３１日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を  （平成１１年３月３１日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を 

 行っております。なお、当該差額に係る税金相当額を再評価に係る  行っております。なお、当該差額に係る税金相当額を再評価に係る 

 繰延税金資産として資産の部に計上し、これを控除した金額を土地  繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地 

 再評価差額金として資本の部に計上しております。  再評価差額金として資本の部に計上しております。 

  再評価の方法   再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布    土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布 

  政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律   政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税法（平成３年法律 

  第６９号）第１６条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と   第６９号）第１６条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎と 

  なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方   なる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方 

  法により算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。   法により算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。 

  再評価を行った年月日         平成１４年３月３１日   再評価を行った年月日         平成１４年３月３１日 

  再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との   再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との 

  差額                     △５９百万円   差額                     △６５百万円 

※３ 発行済株式総数 ※３ 発行済株式総数 

 当社の発行済株式総数は、普通株式２６，５７９千株であります。  当社の発行済株式総数は、普通株式２６，５７９千株であります。 

※４ 自己株式の保有数 ※４ 自己株式の保有数 

 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は以下の通り  連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は以下の通り 

 であります。  であります。 

  普通株式                   ５０３千株   普通株式                   ５０４千株 
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〔連結損益計算書関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                         １１百万円                          １３百万円 

※２ 固定資産除却損の主なものは、建物付属設備の除却によるものであり ※２ 同左 

 ます。   

※３ ―――――――― ※３ 減損損失 

   当社グループは、当連結会計期間において７５百万円の減損損失を 

   を計上しており、その内容は以下の通りであります。 

   用途 種類 金額 場所 

   店舗 建物及び ７５百万円 東京都 

   ８店舗 構築物等  千代田区他 

   当社は、資産のグルーピングはキャッシュ・フローを生み出す最小 

   単位として、店舗別に行っております。 

   減損対象とした店舗は、不採算が続いており、今後の収益回復の可 

   能性が低いため、回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失 

   として計上しております。 

   なお、当該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３．０％で割り引いて算定して 

   おります。 

※４ その他の内訳は次のとおりであります。 ※４ その他の内訳は次のとおりであります。 

 貸倒引当金繰入額 ５百万円   社葬関連費用    ２５百万円  

 その他 ４３   その他 ７０  

    

〔連結キャッシュ・フロー計算書の注記〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１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と連結貸借対照表に掲記されている ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている 

 科目の金額との関係  科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 ２，３６１百万円   現金及び預金勘定 １，７６９百万円  

 現金及び現金同等物 ２，３６１      現金及び現金同等物    １，７６９  
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〔リース取引関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３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  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 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 (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 

   相当額    額相当額及び期末残高相当額 

                     工具器具備品                       工具器具備品  

 取得価額相当額              ６７７百万円   取得価額相当額              ６９６百万円  

 減価償却累計額相当額           ３７３   減価償却累計額相当額           ４９２  

 期末残高相当額              ３０４   減損損失累計額相当額             ３  

    期末残高相当額              ２００  

  (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   (注)            同左  

     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 (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期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内                 １３３百万円   １年以内                 １３７百万円  

 １年超                  １７１   １年超                   ６６  

 合計                   ３０４   合計                   ２０３  

  (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   (注)            同左  

     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。  

    リース資産減損勘定期末残高          ３百万円  

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び 

     減損損失 

 支払リース料               １５２百万円   支払リース料               １３５百万円  

 減価償却費相当額             １５２   リース資産減損勘定の取崩額          ３  

    減価償却費相当額             １３５  

    減損損失                   ６  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (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 同左 

   ます。  
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〔有価証券関係〕 

〈前連結会計年度〉（平成１７年 ３月３１日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 区分 

（百万円） （百万円） （百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 127 744 617 

 小計 127 744 617 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 25 19 △6 

 小計 25 19 △6 

合計 152 763 611 

〈当連結会計年度〉（平成１８年 ３月３１日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 区分 

（百万円） （百万円） （百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 113 729 616 

 小計 113 729 616 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 25 20 △4 

 小計 25 20 △4 

合計 138 750 611 

 

〔デリバティブ取引〕 

前連結会計年度（自 平成１６年 ４月 １日 至 平成１７年 ３月３１日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成１７年 ４月 １日 至 平成１８年 ３月３１日） 

当企業集団は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 
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〔退職給付関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

１ 採用している退職給付制度 １ 採用している退職給付制度 

  退職一時金：   退職一時金： 

   退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。    退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

  厚生年金基金：   厚生年金基金： 

   昭和５４年１１月より退職金制度とは別に、同種企業グループで設    昭和５４年１１月より退職金制度とは別に、同種企業グループで設 

   立している外食産業ジェフ厚生年金制度（調整年金）を採用してお    立している外食産業ジェフ厚生年金制度（調整年金）を採用してお 

   ります。    ります。 

(注)(イ)ジェフ厚生年金基金については、自社の拠出に対応する年金 (注)(イ)ジェフ厚生年金基金については、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、当該年金  資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金 

      基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。       基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。 

    (ロ)平成１６年３月３１日現在の掛金拠出割合により計算した年     (ロ)平成１７年３月３１日現在の掛金拠出割合により計算した年 

      金資産の額は１，１０３百万円であります。       金資産の額は１，２１９百万円であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

 ①退職給付債務              △６０４百万円   ①退職給付債務              △６６６百万円  

 ②会計基準変更時差異の未処理額       １１６   ②会計基準変更時差異の未処理額        ９３  

 ③未認識数理計算上の差異         △１７１   ③未認識数理計算上の差異         △１１４  

 ④退職給付引当金（①＋②＋③）      △６６０   ④退職給付引当金（①＋②＋③）      △６８７  

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

 ①勤務費用(注)               １４７百万円   ①勤務費用(注)               １５９百万円  

 ②利息費用                  １５   ②利息費用                  １２  

 ③会計基準変更時差異の費用処理額       ２３   ③会計基準変更時差異の費用処理額       ２３  

 ④数理計算上の差異の費用処理額       △８１   ④数理計算上の差異の費用処理額       △３８  

 ⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④）      １８５   ⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④）      １５６  

  (注)上記ジェフ厚生年金基金への要拠出額（７５百万円）を含めて記   (注)上記ジェフ厚生年金基金への要拠出額（１０４百万円）を含めて 

    載しております。     記載しております。 

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項  

 ①割引率                    ２．０％   ①割引率                    ２．０％  

 ②退職給付見込額の期間配分方法       期間定額基準   ②退職給付見込額の期間配分方法       期間定額基準  

 ③その他の退職給付債務等の計算基礎に関する事項   ③その他の退職給付債務等の計算基礎に関する事項  

    数理計算上の差異の処理年数           ９年      数理計算上の差異の処理年数           ５年  

    会計基準変更時差異の処理年数         １０年      会計基準変更時差異の処理年数         １０年  
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〔税効果会計関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

          （平成１７年 ３月３１日）           （平成１８年 ３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）   （繰延税金資産） 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 ９百万円   ①流動資産   

  未払賞与(賞与引当金)損金算入限度超過額     ５２    賞与引当金繰入限度超過額 ５９百万円  

  未払事業税等否認     ２８    未払事業税等否認 １５  

  未払事業所税否認     １０    未払事業所税否認 １３  

  退職給与引当金損金算入限度超過額    ２５８    繰越欠損金相当額 ２６３  

  有形固定資産減価償却超過額     １７    その他 ７  

  ゴルフ会員権評価損否認      ３       計    ３５８  

  土地再評価差額金      ３   ②固定資産   

  繰越欠損金相当額  １，０２３    貸倒引当金繰入限度超過額  ６  

  その他      ６    退職給付引当金繰入限度超過額    ２７９  

  繰延税金資産小計  １，４１４    有形固定資産減価償却超過額 ２１  

  評価性引当額   △９８１    減損損失累計額 ２３  

  繰延税金資産合計    ４３２    ゴルフ会員権評価損否認      ３  

  （繰延税金負債）           繰越欠損金相当額    ５７６  

  その他有価証券評価差額金   △２４８    その他 ０  

   繰延税金負債合計   △２４８    繰延税金負債（固定）との相殺    △２９  
  

繰延税金資産の純額    １８３       計    ８８１  

     評価性引当額   △８８１  

        合計      ―  

     繰延税金資産合計    ３５８  

     （繰延税金負債）   

     固定負債   

     その他有価証券評価差額金    ２４８  

     繰延税金資産（固定）との相殺    △２９  

     繰延税金負債合計    ２１９  

     繰延税金資産の純額    １３９  

     再評価に係る繰延税金負債     ４１  

      

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 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   となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率   ４０．７％    法定実効税率   ４０．７％  

  （調整）     （調整）   

  交際費等永久に損金に算入されない項目   ２２．１    交際費等永久に損金に算入されない項目   ２０．３  

  受取配当等永久に益金に算入されない項目   △０．５    受取配当等永久に益金に算入されない項目   △０．７  

  住民税均等割   ２３．９    住民税均等割   ３０．９  

  評価性引当額  △２５．２    評価性引当額  △４１．２  

  その他    ０．０    その他   △０．４  

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 ６１．０％    税効果会計適用後の法人税等の負担率   ４９．６％  
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〔セグメント情報〕 

  前連結会計年度、当連結会計年度 

事業の種類別セグメント情報 

当社企業グループは、製品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、同種の外食産業及び補完的事業を営ん

でいるため、事業の種類別セグメント情報の記載の該当はありません。 

所在地別セグメント情報 

該当事項はありません。 

海外売上高情報 

該当事項はありません。 

 

〔関係当事者との取引〕 

前連結会計年度（自 平成１６年 ４月 １日 至 平成１７年 ３月３１日） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

(被所有)割合 

(％) 
役員の兼任 事業上の関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円)
科目 

期末残高

(百万円)

役員及びそ        酒類等の仕入 商品の仕入 1,756 買掛金 160 

の近親者が  東京都  酒類販売業 被所有     (注２)    

議決権の過 ㈱岡永  45   なし 酒類等の売上 商品の売却 110 未収入金 10 

半数を所有 (注１) 中央区  不動産の賃貸業 直接 5.27％     (注３)    

している        不動産の賃借 本社ビル他 81 前払費用 5 

会社等         賃借(注４)    

被所有 自己株式の 
役員 飯田 保 ― ― 当社取締役 

直接 10.62％ 
― ― 

取得(注５) 
204 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社の役員 飯田 保の近親者が議決権の６５．３％を直接保有しております。 

(注２) 飲物の仕入価格については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております。 

(注３) 商品の売却価格については、当社の仕入価格に基づいて決定しております。 

(注４) 本社ビル他の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて、２年契約により所定金額を決定しております。 

(注５) 東京証券取引所ＴｏＳＴＮｅＴ－２（終値取引）により自己株式を取得しております。 

(注６) 上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

当連結会計年度（自 平成１７年 ４月 １日 至 平成１８年 ３月３１日） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有 

(被所有)割合 

(％) 
役員の兼任 事業上の関係 

取引の内容 
取引金額

(百万円)
科目 

期末残高

(百万円)

役員及びそ        酒類等の仕入 商品の仕入 1,827 買掛金 171 

の近親者が  東京都  酒類販売業 被所有     (注２)    

議決権の過 ㈱岡永  45   なし 酒類等の売上 商品の売却 106 未収入金 10 

半数を所有 (注１) 中央区  不動産の賃貸業 直接 5.16％     (注３)    

している        不動産の賃借 本社ビル他 54 前払費用 3 

会社等         賃借(注４)    

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 当社の役員 飯田 永太の近親者が議決権の５８．４％を直接保有しております。 

(注２) 飲物の仕入価格については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上決定しております。 

(注３) 商品の売却価格については、当社の仕入価格に基づいて決定しております。 

(注４) 本社ビル他の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて、２年契約により所定金額を決定しております。 

(注５) 上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
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７．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

前年同期比 
 

金額（百万円） 金額（百万円） ％ 

生そば 31 37 117.99 

豆乳 34 43 125.81 

ひれかつ 11 7 60.13 

つくね 31 17 57.75 

ぎょうざ 15 22 140.17 

生湯葉 3 1 45.10 

つくねハンバーグ 26 14 51.72 

各種アイスクリーム 30 44 143.33 

各種ドレッシング・ソース 44 37 85.73 

いもタマコロッケ 16 2 13.83 

その他 419 609 145.54 

合計 665 838 125.89 

(2) 受注実績 

   該当事項はありません。 

(3) 販売実績 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１６年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年３月３１日） 至 平成１８年３月３１日） 

前年同期比 

百分比 百分比 

品目 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

％ 

料理類 12,615 59.2 13,169 60.6 104.4 

飲物類 8,492 39.8 8,350 38.4 98.3 

  たばこ 134 0.6 119 0.6 88.7 

小計 21,242 99.6 21,639 99.6 101.9 

その他 81 0.4 92 0.4 112.9 

合計 21,323 100.0 21,731 100.0 101.9 

 

 


