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8207 本社所在都道府県 東京都
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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
米国会計基準採用の有無 無

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

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 円　銭

18年9月中間期

17年9月中間期

18年3月期

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 百万円 17年9月中間期 百万円 18年3月期 百万円

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18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、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)連結財政状態

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)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 株 17年9月中間期 株 18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9月中間期

17年9月中間期

18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

通　　期

(注)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。

氏　名

平成18年11月21日

上 場 会 社 名
コ ー ド 番 号

代　　表　　者 役職名 氏　名
問合せ先責任者 役職名

経 常 利 益

10,960 1.7 △ 39 - △ 23 -

△ 13.1

平成18年11月21日

売 上 高 営 業 利 益

155 79.2

139 △ 8.6

中間(当期)純利益
1 株 当 た り

中 間 ( 当 期 ) 純 利 益

10,775 △ 0.5 115

21,731 1.9 99 91.6

△ 147 △ 72.1 △ 5.65

-

26,075,849

-

△ 85 - △ 3.28

119 △ 0.8 4.57

総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1株当たり純資産

15,749 11,626 73.8 445.82

16,195 12,107 74.8 464.30

26,075,924 26,075,264

15,986 12,062 75.5 462.59

22,587 293 44

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益

潜在株式調整後1株当

1円66銭

たり中間(当期)純利益

-

-

4.55

26,076,298 26,076,132

-

26,078,790

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

488 △ 311 277 2,223

390 △ 502 △ 339 1,910

2 0 0

0 0 0 0

950 △ 853 △ 688 1,769
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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 

 経営環境としましては、日本経済の景気拡大は引き続いていくものと予想され、雇用状況・所得状況の改

善等により、個人消費も堅調に推移するものと思われます。しかしながら、原油価格の上昇及び原材料の国

際的な高値、輸出の増勢鈍化等の不安材料や、賃率アップによるコストアップ要因等決して楽観できるもの

ではないと思われます。また、同業他社との競合も相変わらず厳しいものと思われます。こうした中、当社

としましては居酒屋、酒場の原点に戻って、「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」の業態三本柱をそれぞれ今後ともより競争力のあるものに育成、強化し、積極的に店舗展開を図って

まいります。 

 

(5) 対処すべき課題 

  当社としましては、先に述べました創業当時から掲げております「お客様への四つの誓い」を合言葉にメ

ニュー開発、サービス向上、店舗作りに傾注していくことは勿論のこと、中間期には果たせなかったものの、

前述のような経済環境下にあって、同業他社との厳しい競争にも勝てる利益体質への転換を強力に推し進め

て行くべく諸施策を実施してまいります。 

 

１）業態別の政策 

 当社としましては、三本柱である「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」を中心に、立地条件に立脚したターゲットを絞り込み、業態毎にお客様のニーズに沿ったコンセ

プトのレベルアップ及び新規開発に着手することにより、当社の業態としてのラインアップ強化を徹

底してまいります。 

①「旬鮮酒場天狗」 

 旬鮮酒場天狗の最重要政策として、居酒屋の原点に戻ってメニューのジャンルから個々の商品

に至るまでプロセスの再構築を図ってまいります。その一つとして、秋のグランドメニュー改訂

で、串物の強化、煮物の強化（おでん、肉豆腐、もつ煮込み、ぶり大根、金目鯛の煮付け）を実

施してきました。また、飲物に関しても、居酒屋の原点である日本酒に力を入れ、オリジナル生々

原酒（香郷＝こうごう）、オリジナル樽酒（杉蔵＝すぎぞう）、オリジナル生々酒（いよよ華やぐ）、

純米大吟醸等取り揃え拡販に努めてまいりました。 

 今後は、更に、料理では刺身、焼き魚の拡充に力を入れ、また、飲物に関しては更なるオリジ

ナルな日本酒の開発に注力してまいります。 

 なお、圧倒的なバリュー感を持ち、地域一番のクイックサービスを目指して、活気ある本来の

酒場を創り上げてまいります。 

②「和食れすとらん天狗」 

 当業態は色々試行錯誤を繰り返しながら、現在の形に至っておりますが、本来目指している

Casual Restaurant (Dining)とは程遠い食事処になっていました。そこで、秋のメニュー改訂

で、自由に単品を組み合わせて食事を楽しんでいただく形式に変え、お客様からの利用のされ方

が回帰されつつあるなかで、本来のCasualな形式に戻ることを目指しております。 

 この取り組みの中で、新店・リニューアル店に Casual Dining の考え方を取り込み、オープ

ンキッチンを取り入れております。このリニューアル１号店として１１月１日に北陸金沢の有松

店をオ－プンいたしました。この店舗は、従来の「和食れすとらん天狗」ではコンセプトを顧客

に伝えきれないと考え、看板を「旬鮮だいにんぐ天狗」と改めております。 

 当有松店は、今迄は昼夜を問わず食事処でしたが、リニューアル後は本来の使われ方に戻り、

宴会、ファミリー客、アベック客、主婦の集まり、子供会など幅広い形で利用されるようになっ

てまいりました。 

 この「旬鮮だいにんぐ天狗」のオープンキッチンの作業性の向上と、マーチャンダイニングを

更に追究して、一つのビジネスモデルの確立を下期に実現してまいります。 

③旬鮮炭火焼き「くわい家」 

 「くわい家」は、仕入コストや仕入数量によって旬鮮酒場天狗ではなかなか使用できない素材
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を使用し、旬鮮酒場天狗の上を行くアッパーダイニングを目指してきましたが、今迄は、必ずし

も天狗と何が違うのか、と言う感じでありましたが、ここにきて天狗との差別化の方向性が見え

てまいりました。 

 これに伴い下期は、料理、飲物のバリューアップを更に図り、価格は高くても他では真似が出

来ないメニューの集合体を実現してまいります。そして、真の価値のわかる大人の落ち着いたア

ッパーダイニングを作ってまいります。 

２）仕入政策 

 「旬鮮酒場天狗」、「和食れすとらん天狗」、「くわい家」の各業態で共通する重要テーマである仕入

政策については、主な下記の事項を強力に推進してまいります。 

①肉類について 

 生牡蠣の輸入仕入れ先であるニュージーランドから、ラム、マトンの仕入を行い、更にその仕

入ルートから完全なグラスフェッド（牧草のみで飼育された）の牛肉（ナチュラル ビーフ）の

開発に成功し、現在、すきやき鍋、サイコロステ－キに使用し天狗の売れ筋商品として、お客様

からは、柔らかく、本来の牛肉の味がして美味しいと好評を博しており、売り数も伸びておりま

す。 

この健康牛肉を更に肉のジャンルのメニュー拡大に図ってまいります。 

②魚介類について 

 魚介類の仕入は、当社の最重要テーマであり、日々、旬の新鮮な良いものを安く、量の確保と、

新しい魚種を求めて、関係先への取り組みをしております。そのような中で、九州、北陸、東北

の漁協などとの関係強化に更に深く取り組み、今まで関東に入ってきていないような魚種の開発

を行っててまいります。 

③清酒について 

 従来から、当社は酒蔵と直接タイアップして良質の酒類を安く提供してまいりました。今後も、

当社のオリジナルな日本酒の開発を更に推進してまいります。 

 

３）人事政策 

パート政策について 

パートの採用については今後も引続き厳しい状況で推移するものと思われます。当社にとりまし

ても、若年層の減少に伴い、一気にパート不足が顕在化しております。そのため、賃率の見直しを

行なうことは勿論、いかにして良い職場を作り、パートさん達が気持ちよく働ける場所を作ってい

くかが要求されます。 

そのためには、活性化の方策、評価システム、教育（OFF、OJT）のシステム等の整備、強化を行

い、パートさんが集まる職場を目指します。 

また、一方では、中高年パート、外人パートの比率が高まっている折、上記のシステム、仕組み

を整備・強化してまいります。 

４）リニューアル政策 

当中間連結会計期間は「旬鮮酒場天狗」３店、「和食れすとらん天狗」４店の合計７店のリニュー

アルを実施いたしましたが、当下期におきましても「旬鮮酒場天狗」３店、「和食れすとらん天狗」３

店の合計６店のリニューアルを計画しております。 

５）出店政策 

当中間期の出店は、「旬鮮酒場天狗」大阪谷町四丁目店と神田淡路町店の２店いずれもビジネス街

立地でした。下期においては「旬鮮酒場天狗」４店と「和食れすとらん天狗」１店の合計５店を計画

しております。なお、既に１１月１６日には静岡県に「旬鮮だいにんぐ天狗」静岡藤枝店を新規にオ

ープンしております。 

６）セントラルキッチンの有効活用 

 セントラルキッチンの加工を増やし、お通し、ビジネス街のランチ食材の一次加工など推し進め、

原価低減の効果を出しておりますが、更に、これを推し進め全体の原価率の低減に寄与するようにし

てまいります。 
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  以上の諸政策を実施し、お客様へのサービス向上を第一にして、お客様に満足いただける店舗作りに邁進

し、同業他社との厳しい競争に打ち勝ち利益をあげ得る体質の会社にすべく全社を挙げて取組んでまいりま

す。 

 

(6) 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、および株主・投資家の皆様への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、ホームページ上でＩＲ情

報としての開示も行っております。 
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、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当社は監査役設置会社として組織しております。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。 

③一時会計監査人のあらた監査法人には、会計監査を受けております。 

④この他の監視機能として、監査部、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。 

⑤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しており、これを受け業務

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) 当中間連結会計期間の概況 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、順調な輸出等を背景として全般的に企業収益の改善が進み民

間設備投資が堅調に推移し、雇用環境もこれ迄と違った緩やかな改善が見られるなど、景気全体では比較的

安定的に推移しております。 

 しかしながら、長引く原油価格の高騰とそれに伴う原材料の値上がりによる企業業績悪化、日銀の量的金

融緩和政策の解除による金利上昇等景気の先行きは依然として不安要素が残る状況が続いております。 

 当外食産業界におきましては、出店増により売上高の前年実績を上回ってはいるものの、既存店の売上高

は前年実績を割っている状況にあり、同業他社の出店攻勢で引続き厳しい競争の経営環境が続いております。 

このような状況の中、当社は居酒屋の原点に帰って、旬の素材にこだわって旬鮮食材のメニュー提案をす

るとともに、酒類においても、日本酒のオリジナルブランド商品「香郷」（こうごう）の導入、また、夏のビ

ール祭りを実施し、ビールに良く合う当社オリジナル辛口スパイスで味付けした「手羽先の唐揚げ」メニュ

ーの提案等、さらに、例年のニュージーランド産生牡蠣の導入と同時に白ワイン（シャブリ、キムクロフォ

ード）の販売促進として、「オイスターバー」の展開を繰り広げました。結果として既存店客数は前年比１．

６％上回りました。 

また、リニューアルにつきましては、当中間連結会計期間は「旬鮮酒場天狗」３店舗、「和食れすとらん天

狗」４店舗の合計７店舗を実施いたしました。 

新規出店につきましては、当中間連結会計期間は６月に大阪市中央区に「旬鮮酒場天狗」谷町四丁目店を，

直営店天狗ブランドの居酒屋業態店舗としてはほぼ１０年ぶりに出店いたしました。また、９月には東京都

千代田区神田小川町に「旬鮮酒場天狗」神田淡路町店を出店しましたが、２店舗にとどまりました。 

なお、５月に「旬鮮酒場天狗」ニュー船橋店と「和食れすとらん天狗」名古屋牧の原店を今後とも売上、

収益とも改善が望めないと総合的に判断し閉店しております。このうち、名古屋牧の原店は中部地区の研修

センターとして使用しております。 

 これにより、当中間連結会計期間末の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」８６店舗、「和食れすとらん天狗」６７

店舗、および旬鮮炭火焼「くわい家」４店舗の１５７店舗（うちフランチャイズ１店舗、子会社１店舗を含

む）となっております。 
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当社としましては、前述の諸施策を遂行して、鋭意業績改善に取組み、当中間連結会計期間における売上

高は１０９億６０百万円で、前中間連結会計期間に比べ１．７％増収となりました。 

一方、当中間連結経常利益は、原価率の改善は図れたものの、人件費や新店及びリニューアル等に伴う経

費増を吸収できず当中間連結経常損失２３百万（前中間連結比１億６２百万円の減益）となりました。また、

連結純利益は、特別利益として投資有価証券の売却利益３億２７百万円を計上したものの、固定資産除却損

１億２１百万円、減損損失９７百万円等の特別損失２億７８百万円、法人税等調整額１億３１百万円を計上

したことにより、残念ながら当中間連結純損失１億４７百万円（前中間連結比６１百万円損失の拡大）とな

りました。 

 

(2) 第３８期通期の見通し 

 以上のような状況下で、当社はこれまで実施してまいりました諸施策の更なる推進はもとより、前述の

諸政策を居酒屋、酒場の原点回帰を基本に一層推し進め、店舗のリニューアルにもこの方向性を導入し、売

り物商品を強化したグランドメニューの改訂を行い、販売促進の強化と新規出店等により、全社を挙げて業

績の回復と利益体質への転換を強力に図ってまいります。 

以上により、第３８期通期の業績見通しにつきましては、連結売上高は２２５億８７百万円、連結経常利

益２億９３百万円、連結当期純利益は４４百万円を見込んでおります。 

 

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     ４億８８百万円 

②投資活動によるキャッシュ・フロー    △３億１１百万円 

③財務活動によるキャッシュ・フロー     ２億７７百万円 

④現金及び現金同等物中間期末残高     ２２億２３百万円 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは４億８８百万円でありましたが、主なものは減価償却費４億９０百

万円及び減損損失９７百万円による増加であります。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有形固定資産の取得６億１３百万円、投資有価証券の売却に

よる収入が３億３１百万円であります。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れが５億

円、社債の償還による支出１億５０百万円であります。この結果、現金及び現金同等物中間期末残高は２２

億２３百万円となりました。 
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５．中間連結財務諸表等 

①中間連結貸借対照表 

  前連結会計年度 

  
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 

要約連結貸借対照表 

  （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   1,910   2,223   1,769  

           
 ２ 売掛金   104   100   125  

           
 ３ たな卸資産   241   297   253  

           
 ４ 繰延税金資産   378   228   358  

           
 ５ その他   637   568   521  

           
   貸倒引当金   △0   △0   △0  

   流動資産合計   3,272 20.2  3,418 21.7  3,028 18.9 

           
Ⅱ 固定資産           

※１        
 １ 有形固定資産 

※２ 

 

 

 

        

  (1) 建物及び構築物  3,971   3,941   4,125   

           
  (2) 土地  334   334   334   

           
  (3) その他  1,006 5,312 32.8 1,100 5,376 34.1 1,125 5,585 35.0 

 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 77 156 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 6,207   6,208   6,240   

           
  (3) その他  284   266   278   

           
    貸倒引当金  △15 7,486 46.2 △20 6,798 43.2 △15 7,253 45.4 

   固定資産合計   12,923 79.8  12,331 78.3  12,957 81.1 

   資産合計   16,195 100.0  15,749 100.0  15,986 100.0 
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  前連結会計年度 

  
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 

要約連結貸借対照表 

  （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   585   606   620  

 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   70   77   113  

           
 ５ 未払事業所税   14   19   32  

           
 ６ 未払費用   294   307   312  

           
 ７ その他   774   896   827  

   流動負債合計   2,154 13.3  2,301 14.6  2,249 14.0 

           
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   318   56   219  

 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   1,933 11.9  1,821 11.6  1,674 10.5 

   負債合計   4,088 25.2  4,122 26.2  3,923 24.5 
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  前連結会計年度 

  
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 

要約連結貸借対照表 

  （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 32.5  ― ―  5,257 32.9 

           
Ⅱ 資本剰余金   4,847 29.9  ― ―  4,847 30.3 

           
Ⅲ 利益剰余金   1,749 10.8  ― ―  1,850 11.6 

           
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 

Ⅶ 自己株式   △205 △1.2  ― ―  △205 △1.3 

   資本合計   12,107 74.8  ― ―  12,062 75.5 

   負債及び資本合計   16,195 100.0  ― ―  15,986 100.0 

（純資産の部）           

           
Ⅰ 株主資本           

           
 １ 資本金      5,257     

           
 ２ 資本剰余金      4,847     

           
 ３ 利益剰余金      1,650     

           
 ４ 自己株式      △204     

   株主資本合計      11,550 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      11,626 73.8    

   負債純資産合計      15,749 100.0    
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②中間連結損益計算書 

  前連結会計年度 

  
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

要約連結損益計算書 

  （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   10,775 100.0  10,960 100.0  21,731 100.0 

           
Ⅱ 売上原価   3,277 30.4  3,250 29.7  6,646 30.6 

   売上総利益   7,498 69.6  7,709 70.3  15,084 69.4 

           
Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,382 68.5  7,749 70.7  14,984 68.9 

   営業利益   115 1.1  △39 △0.4  99 0.5 

           
Ⅳ 営業外収益           

           
 １ 受取利息及び配当金  8   6   10   

           
 ２ その他  26 34 0.3 25 32 0.3 66 77 0.3 

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   139 1.3  △23 △0.2  155 0.7 

           
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 2.9 5 397 1.8 

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  67 177 1.7 59 278 2.5 109 316 1.4 

   税金等調整前中間  

   (当期)純利益又は  

   税金等調整前中間  

   純損失(△)  

 △28 △0.3  26 0.2  236 1.1 

   法人税、住民税  

   及び事業税  
36   41   76   

           
   法人税等調整額  20 57 0.5 131 173 1.5 40 117 0.5 

   当期純利益又は  

   中間純損失(△)  
 △85 △0.8  △147 △1.3  119 0.6 
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③中間連結剰余金計算書 

  前連結会計年度 

  
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

要約連結剰余金計算書 

  （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 区分 
番号 

金額（百万円） 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  4,847 

Ⅱ 資本剰余金増加高   4,847  4,847  4,847 

        
 １ 自己株式処分差益   ―  0  ― 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高   4,847  4,847  4,847 

        

        
（利益剰余金の部）        

        
Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,887  1,850  1,887 

        
Ⅱ 利益剰余金増加高        

        
 １ 当期純利益  ― ― ― ― 119 119 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

        
 １ 配当金  52  52  156  

        
 ２ 中間純損失  85 137 147 199 ― 156 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   1,749  1,650  1,850 
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④中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（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 49 1,850 △205 11,748 

中間連結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）       △147 △147  △147 

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連結会

計期間中の変動額（純額）（百万円）           

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） ― ― 0 0 ― △50 △149 △199 1 △197 

平成１８年９月３０日 残高（百万円） 5,257 4,847 0 4,847 386 1,363 △99 1,650 △204 11,550 

 

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 ― 12,062 

中間連結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）     △147 

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連結会

計期間中の変動額（純額）（百万円） △238 ― △238 0 △238 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） △238 ― △238 0 △436 

平成１８年９月３０日 残高（百万円） 124 △49 74 0 11,626 
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⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 

  要約連結キャッシュ・ 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

フロー計算書 

  （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 区分 
番号 

金額（百万円） 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 税金等調整前中間(当期)純利益又は     

  税金等調整前中間純損失(△)  △28 26 236 

２ 減価償却費  460 490 990 

３ 減損損失  75 97 75 

４ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △8 4 △8 

５ 退職給付引当金の増加額  12 34 27 

６ 受取利息及び受取配当金  △8 △6 △10 

７ 賃貸収入  △0 △0 △1 

８ 支払利息  6 8 12 

９ 有形固定資産除却損  33 121 130 

１０ 投資有価証券売却益  ― △327 △384 

１１ 貸倒損失  13 ― 13 

１２売上債権の増減額（△は増加）  3 24 △17 

１３ たな卸資産の増加額  △49 △43 △62 

１４ その他流動資産の増減額（△は増加）  △119 △49 6 

１５ 仕入債務の増減額（△は減少）  △11 △13 23 

１６ 未払消費税等の増減額（△は減少）  △6 26 △23 

１７ その他流動負債の増加額  36 134 33 

１８ 敷金及び保証金の減少額  48 41 8 

１９ その他  5 32 72 

   小計  464 601 1,124 

２０ 利息及び配当金の受取額  7 5 10 

２１ 賃貸料の受取額  0 0 1 

２２ 利息の支払額  △7 △8 △12 

２３ 法人税等の支払額  △74 △111 △173 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  390 488 950 

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 ― △100 

２ 有形固定資産の取得による支出  △380 △613 △1,102 

３ 無形固定資産取得による支出  △8 △19 △18 

４ 投資有価証券の売却よる収入  ― 331 399 

５ 貸付けによる支出  △0 ― △0 

６ 貸付金の回収による収入  3 3 16 

７ 長期前払費用の増加による支出  △15 △13 △47 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △502 △311 △853 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 長期借入れによる収入  ― 500 ― 

２ 長期借入金の返済による支出  △137 △22 △231 

３ 社債の償還による支出  △150 △150 △300 

４ 自己株式の売却による収入  ― 1 ― 

５ 自己株式の取得による支出  △0 △0 △0 

６ 配当金の支払額  △52 △52 △156 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △339 277 △688 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △450 453 △592 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,361 1,769 2,361 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,910 2,223 1,769 

  
※１ 
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

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 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数 ２社 同左 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 同左 

３ 連結子会社の中間決算日（決算日） 連結子会社の中間決算日は中間連結 同左 連結子会社の事業年度末日と連結決 

  等に関する事項 決算日と一致しております。  算日は一致しております。 

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 (イ)有価証券 (イ)有価証券 (イ)有価証券 

   方法  その他有価証券  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   時価のあるもの 

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

    基づく時価法（評価差額は全     時価法（評価差額は全部直入 

    部資本直入法により処理し、     法により処理し、売却原価は 

    売却原価は移動平均法により     移動平均法により算出してお 

    算出しております）     ります） 

  時価のないもの   時価のないもの   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 同左 同左 

 (ロ)たな卸資産 (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 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 (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 (イ)有形固定資産の減価償却方法 

   方法  定率法  定率法  定率法 

  なお、耐用年数については、下 同左 同左 

  記のとおりであります。   

  建物及び構築物 ８年から４７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 (ロ)無形固定資産の減価償却方法 

   定額法   定額法   定額法 

   なお、自社利用のソフトウェア 同左 同左 

   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。   
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

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） 

(3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 (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 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。   

 (ロ)退職給付引当金 (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、 同左   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    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変    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    更時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    理計算上の差異を加減算した額 

   に基づき、当中間連結会計期間    を計上しております。 

   末において発生していると認め    なお、新会計基準の適用に伴う 

   られる額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。    各連結会計年度の発生時におけ 

   数理計算上の差異については、    る従業員の平均残存勤務期間以 

   各連結会計年度の発生時におけ    内の一定の年数（５年）による 

   る従業員の平均残存勤務期間以    定額法により、按分した額をそ 

   内の一定の年数（５年）による    れぞれ発生の翌連結会計年度か 

   定額法より、按分した額をそれ    ら費用処理することとしており 

   ぞれ発生の翌連結会計年度から    ます。 

   費用処理することとしており    また、退職一時金制度のほかに、 

   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) 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 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   

 処理によっております。   
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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

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) その他中間連結財務諸表（連結 (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 

    財務諸表）作成のための重要な   税抜方式によっております。 同左 同左 

    事項    

 (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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 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

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 中間連結キャッシュ・フロー計算 中間連結キャッシュ・フロー計算書 同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお 

  書（連結キャッシュ・フロー計算 における資金（現金及び現金同等物）  ける資金（現金及び現金同等物）は、 

  書）における資金の範囲 は、手許現金、随時引き出し可能な  手許現金、随時引き出し可能な預金 

 預金及び容易に換金可能であり、か  及び容易に換金可能であり、かつ、 

 つ、価値の変動については僅少なリ  価値の変動については僅少なリスク 

 スクしか負わない取得日から３ヶ月  しか負わない取得日から３ヶ月以内 

 以内に償還期限の到来する短期投資  に償還期限の到来する短期投資から 

 からなっております。  なっております。 

 



 19 

【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（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） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係   当連結会計期間から「固定資産の減損に係る会 

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

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

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基  月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の 

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

１０月３１日 企業会計基準適用指針第６号）を  月３１日 企業会計基準適用指針第６号）を適用 

適用しております。  しております。 

 これにより税金等調整前中間純損失が７５百万   これにより税金等調整前当期純利益が７５百万 

円増加しております。  円減少しております。 

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

連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から  財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接 

直接控除しております。  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）  

  当中間連結会計期間から「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１１，６２６百万円であります。  

  当中間連結会計期間における中間連結貸借対照  

 表の純資産の部については、中間連結財務諸表規  

 則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則  

 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） ――――――――― 

  当連結中間会計期間から「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】 

〔中間連結貸借対照表関係〕 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

（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 

１２，１５１百万円 １１，７６６百万円 １２，０６９百万円 

※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（一年以内に償  銀行保証付無担保私募債（一年以内に償還  銀行保証付無担保私募債（一年以内に償還 

 還予定の私募債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 

 担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  

      

 

〔中間連結損益計算書関係〕 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（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 ２０百万円   建物及び構築物 １０２百万円   建物及び構築物 ９７百万円  

 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 

 当社グループは、当中間連結会計期間にお  当社グループは、当中間連結会計期間にお  当社グループは、当連結会計期間において 

 いて７５百万円の減損損失を計上しており、  いて９７百万円の減損損失を計上しており、  ７５百万円の減損損失を計上しており、そ 

 その内容は以下の通りであります。  その内容は以下の通りであります。  の内容は以下の通りであります。 

 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  

 当社グループは、資産のグルーピングはキ  当社グループは、資産のグルーピングはキ  当社グループは、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  ャッシュ・フローを生み出す最小単位とし  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。  て、店舗別に行っております。  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  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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〔中間連結株主資本等変動計算書関係〕 

当中間連結会計期間（自 平成１８年４月１日 至 平成１８年９月３０日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

 普通株式（株） 26,579,527 ― ― 26,579,527 

 

 ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

 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 

 

３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の増額 

  （百万円） 

１株当たり配当額 

     （円） 
基準日 効力発生日 

平成１８年６月２８日 

定時株主総会 
普通株式 52 2 平成１８年３月３１日 平成１８年６月２８日 

 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の増額 

  （百万円） 

１株当たり配当額 

     （円） 
基準日 効力発生日 

平成１８年１１月２１日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 104 4 平成１８年９月３０日 平成１８年１２月１１日 

 

 

〔中間連結キャッシュ・フロー計算書の注記〕 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（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 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間 ※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借 

 連結貸借対照表に掲記されている科目の金  連結貸借対照表に掲記されている科目の金  対照表に掲記されている科目の金額との関 

 額との関係  額との関係  係 

 現金及び預金勘定 １，９１０百万円   現金及び預金勘定 ２，２２３百万円   現金及び預金勘定 １，７６９百万円  

 現金及び現金同等物  １，９１０   現金及び現金同等物 ２，２２３   現金及び現金同等物 １，７６９  

      

      

 



 23 

〔リース取引関係〕 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

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

   ス資産減損勘定中間期末残高    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〕 

〈前中間連結会計期間末〉（平成１７年 ９月３０日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 区分 

（百万円） （百万円） （百万円） 

株式 152 1,009 856 

合計 152 1,009 856 

〈当中間連結会計期間末〉（平成１８年 ９月３０日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 区分 

（百万円） （百万円） （百万円） 

株式 134 343 209 

合計 134 343 209 

〈前連結会計年度末〉（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） 

株式 138 750 611 

合計 138 750 611 

 

〔デリバティブ取引〕 

前中間連結会計期間（自 平成１７年 ４月 １日 至 平成１７年 ９月３０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。 

当中間連結会計期間（自 平成１８年 ４月 １日 至 平成１８年 ９月３０日） 

当グループは、デリバティブ取引（ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除く）を利用していないため、

該当事項はありません。 

前連結会計年度（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。 

 

〔ストック・オプション等関係〕 

当中間連結会計期間（自 平成１８年 ４月 １日 至 平成１８年 ９月３０日） 

１ 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  人件費   ０百万円 

 

２ ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 テンアライド会社 

決議年月日 平成１８年７月１３日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役       ２名 

当社使用人      ８０名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  １１４，０００株 

付与日 平成１８年７月２８日 

権利確定条件 権利確定条件は付されていない 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない 

権利行使期間 平成２１年４月１日から平成２７年６月２８日 

権利行使価格（円） ４９，０００円 

付与日における公正な評価単価（円） ６，８５８円 
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〔セグメント情報〕 

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度 

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。 

 

〔重要な後発事象〕 

  該当事項はありません。 
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６．販売の状況 

品目別売上高実績 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（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 4,244 39.4 4,129 37.7 8,350 38.4 

たばこ 62 0.6 56 0.5 119 0.6 
商品 

小計 4,306 40.0 4,185 38.2 8,469 39.0 

製品 料理類 6,431 59.7 6,727 61.4 13,169 60.6 

その他 37 0.3 47 0.4 92 0.4 

合計 10,775 100.0 10,960 100.0 21,731 100.0 

 

 


