
平成 19年 3月期 個別中間財務諸表の概要

テンアライド　株式会社 上場取引所 東

8207 本社所在都道府県 東京都
〈URL http://www.teng.co.jp 〉

代表取締役　社長 飯田　永太
取締役　経理部長 玉置　守 TEL (03) 3661 - 0772

中間決算取締役会開催日 中間配当支払開始日
単元株制度採用の有無 有 （1単元　100株）

１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期

17年9月中間期

18年3月期

百万円 ％ 円　銭

18年9月中間期

17年9月中間期

18年3月期

(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年9月中間期

17年9月中間期

18年3月期

(注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

②期末自己株式数 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18年3月期 株

２. 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 ）

百万円 百万円 百万円

通　　期

(注)1株当たり予想当期純利益(通期)

３．配当状況
・現金配当

円　銭 円　銭 円　銭

18年3月期

19年3月期（実績）

19年3月期（予想）

※ 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。

1株当たり純資産

26,078,790

500,737

26,075,924

503,603

73.8

74.8

448.11

467.20

－ 4.00

16,042 12,130

8.00

22,317 262 24

75.6

4.00

26,075,849

中 間 期 末

総 資 産 純 資 産

15,830

16,280

11,686

12,182

自 己 資 本 比 率

26,076,298

△ 5.97

△ 3.51

26,076,132

△ 0.9 4.06

上 場 会 社 名
コ ー ド 番 号

-

△ 8.6

問合せ先責任者
代　　表　　者

経 常 利 益

10,646

△ 67

91

平成18年11月21日

△ 0.5

-

△ 14.4

△ 38

126

1.8

平成18年11月21日 平成18年12月12日

売 上 高

106.021,458

4.00

2.00

－

当期純利益売 上 高 経 常 利 益

中間(当期)純利益
1 株 当 た り

役職名
役職名 氏　名

氏　名

－

0円90銭

465.21

26,075,264

504,263

年 間

6.00

営 業 利 益

中間(当期)純利益

1,002.3

10,833

1301.9 51

105

△ 155 △ 69.9

△ 91 -
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１．個別中間財務諸表等 

①中間貸借対照表 

  前事業年度 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 

  （平成１７年９月３０日） （平成１８年９月３０日） （平成１８年３月３１日） 

注記 構成比 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   1,846   2,169   1,712  

           
 ２ 売掛金   99   103   116  

           
 ３ たな卸資産   211   257   200  

           
 ４ 繰延税金資産   403   253   383  

           
 ５ その他   669   607   555  

   流動資産合計   3,230 19.8  3,392 21.4  2,968 18.5 

           
Ⅱ 固定資産           

※１        
 １ 有形固定資産 

※２ 

 

 

 

        

  (1) 建物及び構築物  3,922   3,896   4,078   

           
  (2) 土地  334   334   334   

           
  (3) その他  999 5,256 32.3 1,095 5,326 33.7 1,119 5,532 34.5 

 ２ 無形固定資産           

           
  (1) ソフトウェア  58   78   52   

           
  (2) その他  65 124 0.8 76 155 1.0 65 118 0.7 

 ３ 投資その他の資産           

           
  (1) 投資有価証券 ※２ 1,009   343   750   

           
  (2) 敷金及び保証金 ※２ 6,176   6,178   6,210   

           
  (3) その他  499   452   478   

           
    貸倒引当金  △15 7,669 47.1 △20 6,955 43.9 △15 7,423 46.3 

   固定資産合計   13,050 80.2  12,437 78.6  13,074 81.5 

   資産合計   16,280 100.0  15,830 100.0  16,042 100.0 
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  前事業年度 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 

  （平成１７年９月３０日） （平成１８年９月３０日） （平成１８年３月３１日） 

注記 構成比 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   600   636   616  

 ２ 一年以内に返済      

   予定の長期借入金 
※２  116 

  
94 

  
44 

 

 ３ 一年以内に償還      

   予定の社債 
※２  300 

  
300 

  
300 

 

 ４ 未払法人税等   69   75   110  

           
 ５ 未払事業所税   14   19   32  

           
 ６ その他   1,058   1,192   1,129  

   流動負債合計   2,158 13.3  2,318 14.7  2,232 13.9 

           
Ⅱ 固定負債           

           
 １ 社債 ※２  750   450   600  

           
 ２ 長期借入金 ※２  122   527   100  

           
 ３ 繰延税金負債   324   60   224  

４ 再評価に係る    

   繰延税金負債  
 41  

 
41  

 
41  

 ５ 退職給付引当金   672   721   687  

           
 ６ その他   29   24   26  

   固定負債合計   1,939 11.9  1,825 11.5  1,679 10.5 

   負債合計   4,097 25.2  4,144 26.2  3,912 24.4 
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  前事業年度 

  
前中間会計期間末 当中間会計期間末 

要約貸借対照表 

  （平成１７年９月３０日） （平成１８年９月３０日） （平成１８年３月３１日） 

注記 構成比 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） 
（％） 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,257 32.3  ― ―  5,257 32.7 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  4,847   ―   4,847   

   資本剰余金合計   4,847 29.8  ― ―  4,847 30.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  386   ―   386   

２ 任意積立金  1,413   ―   1,413   

 ３ 中間(当期)未処分利益  24   ―   118   

利益剰余金合計   1,825 11.2  ― ―  1,918 12.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   △49 △0.3  ― ―  △49 △0.3 

Ⅴ その他有価証券    

  評価差額金  
 507 3.1 

 
― ― 

 
362 2.3 

Ⅵ 自己株式   △205 △1.3  ― ―  △205 △1.3 

   資本合計   12,182 74.8  ― ―  12,130 75.6 

   負債及び資本合計   16,280 100.0  ― ―  16,042 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金      5,257 33.2    

２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金     4,847      

  (2) その他の資本剰余金     0      

資本剰余金合計      4,847 30.6    

３ 利益剰余金           

  (1) 利益準備金     386      

  (2) その他利益剰余金           

別途積立金     1,363      

中間未処理損失（△）     △39      

利益剰余金合計      1,710 10.8    

４ 自己株式      △204 △1.3    

株主資本合計      11,610 73.3    

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券    

   評価差額金  
   

 
124  

 
  

２ 土地再評価差額金      △49     

評価・換算差額等合計      74 0.5    

Ⅲ 新株予約権      0 0.0    

純資産合計      11,686 73.8    

負債純資産合計      15,830 100.0    
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②中間損益計算書 

  前事業年度 

  
前中間会計期間 当中間会計期間 

要約損益計算書 

  （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

  至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

注記 百分比 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   10,646 100.0  10,833 100.0  21,458 100.0 

           
Ⅱ 売上原価   3,240 30.4  3,220 29.7  6,558 30.6 

   売上総利益   7,406 69.6  7,612 70.3  14,899 69.4 

           
Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,314 68.7  7,680 70.9  14,848 69.2 

営業利益   91 0.9  △67 △0.6  51 0.2 

           
Ⅳ 営業外収益           

           
 １ 受取利息及び配当金  10   7   14   

           
 ２ その他  36 46 0.4 36 44 0.4 86 100 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

           
 １ 支払利息  6   8   12   

           
 ２ その他  4 11 0.1 7 15 0.1 9 21 0.1 

経常利益   126 1.2  △38 △0.3  130 0.6 

           
Ⅵ 特別利益           

           
 １ 貸倒引当金戻入益  7   ―   7   

           
 ２ 投資有価証券売却益  ―   327   384   

           
 ３ その他  1 9 0.1 ― 327 3.0 5 397 1.9 

Ⅶ 特別損失           

           
 １ 固定資産除却損 ※１ 33   121   130   

           
 ２ 減損損失 ※２ 75   97   75   

           
 ３ その他  66 175 1.7 59 278 2.6 109 315 1.5 

   税引前当期純利益又は  

   税引前中間純損失(△)  
 △39 △0.4  10 0.1  213 1.0 

   法人税、住民税  

   及び事業税  
32   36   67   

           
   法人税等調整額  20 52 0.5 130 166 1.5 40 107 0.5 

   当期純利益又は  

   中間純損失(△)  
 △91 △0.9  △155 △1.4  105 0.5 

   前期繰越利益   116   115   116  

           
   中間配当額   ―   ―   104  

   中間(当期)未処分利益        

  又は中間未処理損失（△）   
24 

  
△39 

  
118 
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③中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成１８年４月１日 至 平成１８年９月３０日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他剰余金 

 

資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金 

資本剰余

金合計 

利益準備

金 
別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成１８年３月３１日 残高（百万円） 5,257 4,847 ― 4,847 386 1,413 118 1,918 △205 11,817 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（百万円）       △52 △52  △52 

中間純損失（百万円）       △155 △155  △155 

別途積立金の取崩（百万円）      △50 50 ―  ― 

自己株式の処分（百万円）   0 0     1 1 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）（百万円）          ― 

中間会計期間中の変動額合計（百万円） ― ― 0 0 ― △50 △157 △207 1 △206 

平成１８年９月３０日 残高（百万円） 5,257 4,847 0 4,847 386 1,363 △39 1,710 △204 11,610 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成１８年３月３１日 残高（百万円） 362 △49 313 ― 12,130 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当（百万円）     △52 

中間純損失（百万円）     △155 

別途積立金の取崩（百万円）     ― 

自己株式の処分（百万円）     1 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）（百万円） △238  △238 0 △238 

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △238 ― △238 0 △444 

平成１８年９月３０日 残高（百万円） 124 △49 74 0 11,686 
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法    

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方 ① 子会社及び関連会社株式 ① 子会社及び関連会社株式 ① 子会社及び関連会社株式 

   法   移動平均法による原価法 同左   移動平均法による原価法 

 ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

   時価のあるもの   時価のあるもの   時価のあるもの 

   中間決算末日の市場価格等に基 同左   決算日の市場価格等に基づく時 

   づく時価法（評価差額は全部資    価法（評価差額は全部資本直入 

   本直入法により処理し、売却原    法により処理し、売却原価は移 

   価は移動平均法により算出して    動平均法により算出しておりま 

   おります）    す） 

   時価のないもの   時価のないもの   時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

(2) たな卸資産の評価基準及び評  商品    総平均法による原価法 同左 同左 

   価方法  店舗食材      同上   

 原材料       同上   

 貯蔵品   最終仕入原価法   

２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

  定率法 同左 同左 

  なお、耐用年数については、下   

  記のとおりであります。   

  建物付属設備  ８年から１５年   

  その他     ５年から４７年   

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

   定額法 同左 同左 

   なお、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   

   法を採用しております。   

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え 同左 同左 

   るため、一般債権については貸   

   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。   
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、 同左   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    当事業年度末における退職給付 

   債務見込額から会計基準変更時    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    差異未処理額及び未認識数理計 

   算上の差異を加減算した額に基    算上の差異を加減算した額を計 

   づき、当中間会計期間末におい    上しております。 

   て発生していると認められる額    なお、新会計基準の適用に伴う 

   を計上しております。    平成１２年４月１日における会 

   なお、新会計基準の適用に伴う    計基準変更時差異（２３２百万 

   平成１２年４月１日における会    円）は、平成１２年４月１日か 

   計基準変更時差異（２３２百万    ら１０年間にわたり費用処理し 

   円）は、平成１２年４月１日か    ております。 

   ら１０年間にわたり費用処理し    数理計算上の差異については、 

   ております。    各事業年度の発生時における従 

   数理計算上の差異については、    業員の平均残存勤務期間以内の 

   各事業年度の発生時における従    一定の年数（５年）による定額 

   業員の平均残存勤務期間以内の    法により、按分した額をそれぞ 

   一定の年数（５年）による定額    れ発生の翌事業年度から費用処 

   法により、按分した額をそれぞ    理することとしております。 

   れ発生の翌事業年度から費用処    また、退職一時金制度のほかに、 

   理することとしております。    同種企業グループで設立してい 

   また、退職一時金制度のほかに、    る総合設立の外食産業ジェフ厚 

   同種企業グループで設立してい    生年金基金に加入しており、当 

   る総合設立の外食産業ジェフ厚    該年金基金への拠出額を退職給 

   生年金基金に加入しており、当    付費用として計上しております。 

   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。   

４ 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 同左 同左 

 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   

 理によっております。   
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 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

 至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

５ 重要なヘッジ会計の方法 ――――――――― (イ)ヘッジ会計の方法 ――――――――― 

    金利スワップ取引を実行してお  

    り、特例処理の要件を満たして  

    いるので、特例処理を採用して  

    おります。  

  （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象  

    ヘッジ手段  

     金利スワップ取引  

    ヘッジ対象  

  特定借入金の支払金利  

  （ハ）ヘッジ方針  

    資金調達に係る市場金利変動リ  

    スクを回避する目的で行ってお  

    ります。  

  （ニ）ヘッジ有効性評価の方法  

    ヘッジ手段とヘッジ対象に関す  

    る重要な条件が同一であり、か  

    つヘッジ開始時及びその後も継  

    続して、キャッシュ・フロー変  

    動を完全に相殺することができ  

    ることなどを勘案し、ヘッジ有  

    効性の評価を行っております。  

６ その他中間財務諸表（財務諸表） (イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 

  作成のための基本となる事項   税抜方式によっております。 同左 同左 

 (ロ)連結納税制度の適用 (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 同左 同左 

   す。   
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３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） 

 当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会   当会計期間から「固定資産の減損に係る会計基 

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定  準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関 

に関する意見書」（企業会計審議会 平成１４年８  する意見書」（企業会計審議会 平成１４年８月９ 

月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の  日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用 

適用指針」（企業会計基準委員会 平成１５年１０  指針」（企業会計基準委員会 平成１５年１０月 

月３１日 企業会計基準適用指針第６号）を適用  ３１日 企業会計基準適用指針第６号）を適用し 

しております。  ております。 

 これにより税引前中間純損失が７５百万円増加   これにより税引前純利益が７５百万円減少して 

しております。  おります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中  なお、減損損失累計額については、改正後の財 

間財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から  財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直 

直接控除しております。  接控除しております。 

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基 ――――――――― 

  準等）  

  当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部  

 の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会  

 平成１７年１２月９日企業会計基準第５号）及び  

 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基  

 準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成１７  

 年１２月９日 企業会計基準適用指針第８号）を  

 適用しております。  

  これによる損益に与える影響はありません。  

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金  

 額は１１，６８６百万円であります。  

  当中間会計期間における中間貸借対照表の純資  

 産の部については、中間財務諸表規則の改正に伴  

 い、改正後の中間財務諸表規則により作成してお  

 ります。  

――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準等） ――――――――― 

  当中間会計期間から「ストック・オプション等  

 に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成  

 １７年１２月２７日 企業会計基準第８号）及び  

 「ストック・オプション等に関する会計基準の適  

 用指針」（企業会計基準委員会 最終改正 平成  

 １８年５月３１日 企業会計基準適用指針第１１  

 号）を適用しております。  

  これにより、営業利益、経常利益及び税引前中  

 間純利益が０百万円減少しております。  
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【追加情報】 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

――――――――― ――――――――― ――――――――― 
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【注記事項】 

〔中間貸借対照表関係〕 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

（平成１７年 ９月３０日） （平成１８年 ９月３０日） （平成１８年 ３月３１日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

１２，０２８百万円 １１，６３６百万円 １１，９４２百万円 

※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 ※２ 担保提供資産 

 長期借入金（一年以内に返済予定の長期借  長期借入金（一年以内に返済予定の長期借  長期借入金（一年以内に返済予定の長期借 

 入金１１６百万円を含む）２３８百万円及  入金９４百万円を含む）６２２百万円及び  入金４４百万円を含む）１４４百万円及び 

 び銀行保証付無担保私募債（一年以内に返  銀行保証付無担保私募債（一年以内に返済  銀行保証付無担保私募債（一年以内に返済 

 済予定の私募債３００百万円を含む）  予定の私募債３００百万円を含む）  予定の私募債３００百万円を含む） 

 １，０５０百万円に対して下記の資産を担  ７５０百万円に対して下記の資産を担保に  ９００百万円に対して下記の資産を担保に 

 保に供しております。  供しております。  供しております。 

 投資有価証券       ８４９百万円  投資有価証券       ３３３百万円  投資有価証券       ６８８百万円 

 建物            ６１  建物            ５４  建物            ５９ 

 土地           ２４５  土地           ２４５  土地           ２４５ 

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

 計          ２，２９７   計          １，７７５   計          ２，１３６  

      

 

〔中間損益計算書関係〕 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

※１ 固定資産除却損の内訳 ※１ 固定資産除却損の内訳 ※１ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 １９百万円   建物及び構築物 １０２百万円   建物及び構築物 ９６百万円  

 機械及び装置     ７      機械及び装置     ７      機械及び装置    １８     

 工具器具備品     ５   工具器具備品 １０      工具器具備品 １４     

 計    ３３   計  １２１      計  １３０     

※２ 減損損失 ※２ 減損損失 ※２ 減損損失 

 当社は、当中間会計期間において７５百万  当社は、当中間会計期間において９７百万  当社は、当会計期間において７５百万円の 

 円の減損損失を計上しており、その内容は  円の減損損失を計上しており、その内容は  減損損失を計上しており、その内容は以下 

 以下の通りであります。  以下の通りであります。  の通りであります。 

 用途 種類 金額 場所   用途 種類 金額 場所  用途 種類 金額 場所  

 店舗 建物及び ７５百万円東京都   店舗 建物及び ９７百万円東京都  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   ５店舗 構築物等  千代田区他  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・  当社は、資産のグルーピングはキャッシュ・  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  フローを生み出す最小単位として、店舗別  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。  に行っております。  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  減損対象とした店舗は、不採算が続いてお  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、  り、今後の収益回復の可能性が低いため、  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  回収可能価額まで減額し、当期減少額を減  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。  損損失として計上しております。  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、  なお、当該資産グループの回収可能価額は、  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  使用価値により測定しており、将来キャッ  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  シュ・フローを３．０％で割り引いて算定  シュ・フローを３．０％で割り引いて算定 

 しております。  しております。  しております。 
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〔中間株主資本等変動計算書関係〕 

当中間会計期間（自 平成１８年４月１日 至 平成１８年９月３０日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 当連結会計期間末 

 普通株式（株） 504,263 474 4,000 500,737 

  （変動事由の概要） 

    増加数の主な内訳は次の通りであります。 

           単元未満株式の買取りによる増加       474株 

    減少数の主な内訳は次の通りであります。 

           新株予約権行使に対する売却による減少    4,000株 

〔リース取引関係〕 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０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  リース物件の所有権が借主に移転すると認めら  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 れるもの以外のファイナンス・リース取引 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 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計 (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中間期    額相当額・減損損失累計額相当額及び中間期    額相当額・減損損失累計額相当額及び期末残 

   末残高相当額    末残高相当額    高相当額 

            工具器具備品              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     ６９５百万円   取得価額相当額     ６９６百万円  

 減価償却累計額相当額  ４３７百万円   減価償却累計額相当額  ５５１百万円   減価償却累計額相当額  ４８８百万円  

 減損損失累計額相当額    ６百万円   減損損失累計額相当額   １０百万円   減損損失累計額相当額    ６百万円  

 中間期末残高相当額   ２３３百万円   中間期末残高相当額   １３３百万円   期末残高相当額     ２００百万円  

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中 (注)        同左    (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期 

     間期末残高が有形固定資産の中間期末       末残高が有形固定資産の期末残高等に 

     残高等に占める割合が低いため、支払       占める割合が低いため、支払利子込み 

     利子込み法により算定しております。       法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額及びリ (2) 未経過リース料中間期末残高相当額及びリ (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース 

   ース資産減損勘定中間期末残高    ース資産減損勘定中間期末残高   資産減損勘定期末残高 

 １年以内        １３１百万円   １年以内         ７９百万円   １年以内        １３７百万円  

 １年超         １０８百万円   １年超          ５９百万円   １年超          ６６百万円  

 合計          ２３９百万円   合計          １３９百万円   合計          ２０３百万円  

  (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、   (注)        同左    (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未 

     未経過リース料中間期末残高が有形固       経過リース料期末残高が有形固定資産 

     定資産の中間期末残高に占める割合が       の期末残高に占める割合が低いため、 

     低いため、支払利子込み法によってお       支払利子込み法によっております。 

     ります。   

 リース資産減損勘定中間期末残高   リース資産減損勘定中間期末残高   リース資産減損勘定期末残高  

               ５百万円                 ５百万円                 ３百万円  

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

 支払リース料       ６６百万円   支払リース料       ６９百万円   支払リース料      １３５百万円  

 リース資産減損勘定の取崩額   リース資産減損勘定の取崩額   リース資産減損勘定の取崩額  

               １百万円                 １百万円                 ３百万円  

 減価償却費相当額     ６６百万円   減価償却費相当額     ６９百万円   減価償却費相当額    １３５百万円  

 減損損失          ６百万円   減損損失          ２百万円   減損損失          ６百万円  

(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 (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 同左 同左 

   する定額法によっております。   
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〔有価証券関係〕 

前中間会計期間末（平成１７年 ９月３０日）、当中間会計期間末（平成１８年 ９月３０日）及び前事業年度末（平成

１８年 ３月３１日） 

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。 
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２．販売の状況 

品目別売上高実績 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 （自 平成１７年４月 １日 

至 平成１７年９月３０日） 至 平成１８年９月３０日） 至 平成１８年３月３１日） 

百分比 百分比 百分比 

品目 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

飲物類 4,207 39.5 4,091 37.8 8,280 38.6 

たばこ 62 0.6 55 0.5 119 0.5 
商品 

小計 4,269 40.1 4,146 38.3 8,399 39.1 

製品 料理類 6,376 59.9 6,686 61.7 13,058 60.9 

合計 10,646 100.0 10,833 100.0 21,458 100.0 

 

３．役員の異動 

 該当事項はありません。 

 


