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（百万円未満切捨て）
１. 19年 3月期の連結業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月31日）
(1)連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年3月期

18年3月期

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

19年3月期

18年3月期

(参考) 持分法投資損益 19年3月期 百万円 18年3月期 百万円

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

19年3月期

18年3月期

(参考) 自己資本 19年3月期 百万円 18年3月期 百万円

(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

19年3月期

18年3月期

２. 配当の状況

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年3月期

19年3月期

20年3月期

（予想）

３. 20年 3月期の連結業績予想（ 平成 19年  4月  1日  ～  平成 20年  3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

中間期

通期

－ 4.00 － 2.00

－ －

－

（基準日）

△ 1,285953

1,769△ 688△ 853950

－ 0.81

第１四半期末

-

現金及び現金同等物

期   末   残   高

2,9411,504

財務活動による

キャッシュ・フロー

自己資本比率 １株当たり純資産

15,413

75.5 462.5912,06215,986

64.3 379.999,911

売　上　高 営業利益

21,753
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平成19年6月28日

平成19年5月25日

平成19年6月27日

経常利益 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 当期純利益率

総　資　産

経常利益率

自 己 資 本

21,731

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

投資活動による

△ 168△ 213 －

99 91.61.9

0.1

155 79.2

-

営業活動による

△ 66.90

4.57

－

4.55

総　資　産 純　資　産

△ 1,744

△ 1.0

0.5

－

119 △ 0.8

売　上　高

営業利益率

配当金総額 配当性向

△ 17.6

純資産配当率１株当たり配当金

1.0

△ 1.0

1.0

9,909 -

4.00

中間期末 第３四半期末 期末 年間

6.00

（年間） （連結） （連結）

156 147.8 1.30

104 － 0.95

－ － － －

4.00

－

－

当期純利益

2.45181 －

１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

△ 7.9

△ 6.9

79 21 －

64 －20,258

10,093 73 －

169 －
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４. その他
(1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

(2)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更 有
②　①以外の変更 無
（注）詳細は、１９ページ「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」をご覧ください。

(3)発行済株式数（普通株式）
①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期 株 18年3月期 株

②　期末自己株式数 19年3月期 株 18年3月期 株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については３０ページ「１株当たり情報」をご覧
　　　ください。

（参考）個別業績の概要
１. 19年 3月期の個別業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月31日）
(1)個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年3月期

18年3月期

円　銭　 円　銭　

19年3月期

18年3月期

(2)個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

19年3月期

18年3月期

(参考) 自己資本 19年3月期 百万円 18年3月期 百万円

２. 20年 3月期の個別業績予想（ 平成 19年  4月  1日  ～  平成 20年  3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

中間期

通期

△ 68.60 －

4.05

0.65

20,076 △ 6.9 152 － 151 － 59 － 2.26

１株当たり

当期純利益

10,000 △ 7.7 64 － 63 － 17 －

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

9,933 -

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

16,042 12,130 75.6

4.06

465.21

１株当たり純資産

15,447 9,935 64.3 380.91

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

130 106.0 105

△ 199 － △ 1,788

売　上　高 営業利益 経常利益

△ 0.921,458 1.9 51 1,002.3

－21,564 0.5 △ 268 －

当期純利益

495,316 504,263

26,579,527 26,579,527
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

１）当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な輸出産業、企業収益の改善を背景に民間設備投資が増加し、景気

は緩やかに拡大しており、雇用改善も見られ、個人消費についても回復基調にはあるものの、所得税・住民税に対

する定率減税の廃止等の消費意欲減退に繋がる流れもあり、楽観を許さない環境にありました。 

また、当外食産業を取り巻く営業環境は、外食産業全体の経済規模２７兆円で前年比微増の中、人口構成の変化

に伴う雇用環境の悪化、食材関係輸入等に絡む海外諸国との争奪競争激化、マグロ等に見られる自然保護による海

洋資源の捕獲制限、更には、飲酒運転の社会問題化による取締り強化や、ノロウィルスの風評被害等も加わり厳し

いものがありました。 

このような状況のもと、当社では飲食店の原点ともいえるメニュー政策強化として「旬」と「新鮮さ」、「バリュ

ー」と「オリジナリティー」を追求し、マーチャンダイジング力によってブランド食材の導入を図る等拡販企画を

鋭意実施してまいりました。また、個々の店舗力を上げるべく、既存店のリニューアルを３０店舗実施してまいり

ました。 

一方、出店につきましては、「旬鮮酒場天狗」として、平成１８年６月に谷町四丁目店（大阪市中央区）、平成１

８年９月に神田淡路町店（東京都千代田区）、「旬鮮だいにんぐ」として、平成１８年１１月に静岡藤枝店（静岡県

藤枝市）、「テング酒場」として、平成１９年３月に神田東口店の合計４店舗を新規出店いたしました。 

 なお、家主のビル建替え都合により立退きを求められて平成１８年１２月に閉店いたしましたニュー新橋店のほ

か、当社としては、当連結会計年度におきまして、このような厳しい環境下に耐えうる、より収益力のある企業へ

の体質改善を図るべく、また、今後の更なる環境変化に対応できるように、思い切った不採算店２４店を閉店いた

しました。 

 これにより、当連結会計年度末の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」（「酒蔵天狗」「テング酒場」含む）７４店、「和食れ

すとらん天狗」（「旬鮮だいにんぐ」含む）５９店、「くわい家」３店の合計１３６店舗（内フランチャイズ１店舗、

子会社１店舗）となっております。 

 以上の結果、既存店全体の売上高は前年比０．３％減収となりましたものの、当連結会計年度の売上高は２１７

億５３百万円で、前連結事業年度に比べ、０．１％増収となりました。 

 一方、当連結会計年度における利益面では、上記に述べたように既存店の売上高が前年を割り込んだことによる

不採算店舗における収益の悪化、パート時給の上昇や閉店に伴う退職金等による人件費の上昇、不採算店舗の閉鎖

に伴うコストの増加等により、営業損失２億１３百万円（前連結会計年度比３億１３百万円減益）、経常損失１億６

８百万円（前連結会計年度比３億２３百万円減益）、当期純損失は閉店等に伴う特別損失の計上で１７億４４百万円

（前連結会計年度比１８億６３百万円減益）となりました。 

 

２）次期業績見通し 

 当連結会計年度においては、不採算店舗の閉店により収益力のある企業へと体質改善を図ってまいりましたが、

更に現在着手しております経営課題に取り組み、一層の企業収益力強化を図ってまいります。リニューアルにつき

ましては、既存店舗の増益を図るべく和食の店舗を中心に２０店舗ほど実施し、新規出店は物件を厳選し、１０店

舗ほどを計画しております。 

 こうした状況から、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高２０２億５８百万円、営業利益１億６９百万

円、経常利益１億８１百万円、当期純利益６４百万円を予定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

１）資産、負債及び純資産の状況 

流動資産につきましては、主として現金及び預金が１１億７２百万円増加したことにより、４４億９３

百万円（前連結会計年度比１４億６４百万円増加）となりました。これに対し、固定資産につきましては、

主として有形固定資産や投資有価証券や敷金及び保証金の減少により、１０９億１９百万円（前連結会計

年度比２０億３７百万円減少）となりました。この結果、総資産は１５４億１３百万円（前連結会計年度

比５億７２百万円減少）となりました。 

 負債につきましては、主として長期借入金が前連結会計年度比で１５億５５百万円増加したことにより、

５５億１百万円（前連結会計年度比１５億７７百万円増加）となりました。 

 純資産につきましては、主として当期未処分利益が前連結会計年度比で１８億５１百万円減少したこと
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により、９９億１１百万円（前連結会計年度比２１億５０百万円減少）となりました。 

 

２）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１１

億７２百万円増加し、当連結会計年度末には、２９億４１百万円となりました。各キャッシュフローの状

況については下記の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、９億５３百万円となりました。収入の主な内訳は減価償却費１０億５

８百万円、有形固定資産除却損７億１８百万円であり、支出の主な内訳は税金等調整前当期純損失１２億

７７百万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１２億８５百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によ

る支出によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、１５億４百万円となりました。これは主に長期借入による収入による

ものであります。 

 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成１８年３月期 平成１９年３月期 

自己資本比率（％） 75.5 64.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 84.0 75.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 109.9 283.1 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 73.7 28.8 

自己資本比率 ： 自己資本 ／ 総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 ／ 総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ キャッシュフロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー ／ 利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負

債は、連結貸借対照表に計上され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。また、利払いにつきまし

ては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

１）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。 

また、毎年３月３１日及び９月３０日を基準日として、基準日現在において、次の基準により、株主優

待券を発行する株主優待制度を実施いたしております。 

１００株（１単元）以上、５００株未満     １，０００円相当の無料飲食券 

５００株（５単元）以上、１，０００株未満   ５，０００円相当の無料飲食券 

１，０００株（１０単元）以上         １０，０００円相当の無料飲食券 

以上の基準に基づいて、年２回（６月下旬及び１２月中旬）株主の皆様に送付いたしております。 
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２）当連結会計年度及び翌連結会計年度の配当 

配当につきましては、当連結会計年度は欠損のため無配とさせていただき、翌連結会計年度につきまし

ても、引き続き配当を見送らせていただきます。 

 

(4) 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、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。 

 

２．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。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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) 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。 

 

(3) 中・長期的な会社の経営戦略 

 当居酒屋業界におきましては、企業間の競争は益々激化して既存店売上高は前年対比で１００％を割っている状

況にあります。当社としましてはこのような環境下にあって、創業当時からお客様への４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、当連結会計年度より当社の

第二創生期として位置づけ、不採算店舗の閉店を含め諸施策を進めて、厳しい経営環境にも耐えうるより収益力の

ある企業への体質改善を図ってまいりました。今後、既存店におきましては、店舗のリニューアルにより店舗力を

高め収益力を強化していき、一方、事業規模の拡大に向けた出店体制を構築し、お客様のニーズに合ったメニュー

開発・サービス向上・店舗作りをして収益力のある企業体質の確立をしてまいります。 

 

 (4) 会社の対処すべき課題 

今後の日本経済は、引続き緩やかに景気が拡大していくものと予想されます。雇用環境も改善され採用を大幅に

増やす企業が増え、賃金を引き上げる企業も目立ち始めております。 

 また、個人消費につきましては、定率減税の廃止や社会保障負担増による可処分所得の低下等の問題はあるもの

の、景気の拡大に伴い回復してくるものと思われます。こうした中で当業界においては、同業者間の競争激化はし

ばらく続くものと思われます。 

 以上のような状況下において、前述の通り、当連結会計年度は、不採算店の閉鎖等により負の資産を思い切って
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切り捨て、未来に繋げる体力ある強い会社への道筋作りになりましたが、引き続き今後も以下の課題に対して諸施

策を実施してまいります。 

１）各業態のコンセプト確立 

ａ． 「旬鮮酒場天狗」については、居酒屋業態の原点に戻り、おいしい酒・おいしい料理・四季折々

の旬の酒・料理をお客様に提供してまいります。 

 居酒屋の原点はやはり日本酒であります。日本酒のおいしい飲み方やおいしい旬の日本酒等、

日本酒の提案を次々に行って若い年代の方々にも日本酒が受け入れられるよう「旬鮮酒場天狗」

店舗より発信啓蒙してまいります。 

 また、居酒屋の定番料理がここ何年かで消えていった感がありますが、この定番料理の復活を

させ、また、昔からあるすばらしい料理を掘り起こし、これからのメニューに取り上げて再デビ

ューさせ、居酒屋の原点に戻ることが古臭くなるのではなく、新しい輝きを放つという考えに則

り新鮮な輝きのある商品として扱ってまいります。 

ｂ． 「和食れすとらん天狗」におきましては、郊外型カジュアルレストランの原点に戻って、料理・

食事・デザート・飲物の提案を行ってまいります。 

 カジュアルレストランのお客様ご利用動機には、家族の食事、恋人同士の食事、学生のコンパ、

社会人の宴会、主婦の昼間のパーティー、保護者同伴による子供会の集まり、老人会の集まり、

法事・結婚式の二次会等々があり、居酒屋とは違った地域に根付いた様々なご利用を頂いており

ます。こうした色々な動機の飲食需要に幅広く対応し、三世代の家族も楽しんでいただけるよう

な場と、様々な商品の提案を進めてまいります。 

ｃ． 一方、旬鮮炭火焼「くわい家」につきましては、高級割烹や料亭で使用されるような普段なか

なか食べることができにくい高級食材（魚、肉、野菜等々）を使用して、通常客単価の価値のも

のを当社独自の価格によるでの提供を実現してまいります。 

 最近、居酒屋業界では客単価が３，５００円から４，５００円の業態（アッパー業態と称しま

す）がかなり増えてきております。そのほとんどが創作料理と洒落た個室空間といったコンセプ

トの同質化が進んでおります。 

 しかしながら、「くわい家」は上述いたしました通り、料理については素材の価値で、飲物につ

いては日本酒・焼酎・ワイン等々他所では飲めないようなものを揃えて差別化をはかり、お客様

をビックリさせるマーチャンダイジングを目指してまいります。 

ｄ． また、「酒蔵天狗」・「テング酒場」の店舗を現在３店舗展開しております。これは、最近豚の内

臓がコラーゲンを大量に含んでいるとの理由で若い方に人気が出ていますが、その豚もつの串焼

きと煮込みを主軸とした専門店を目指し、「旬鮮酒場天狗」より安く設定しております。 

 今後、小型店の展開と社員のフランチャイズ店舗の展開を目指して、この業態の確立を図って

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、仕入政策であります。この仕入戦略の基本となるものは、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・オリジナル性・安全性・健康志向

への対応等々徹底したこだわりを追求していくために、生産者やメーカーとのタイアップが不可欠な

要素となってきます。このタイアップ関係をより強固なものにしていくため、特定の食材・飲物のメ

ニューの販売数量を最大限伸ばし、マスマーチャンダイジングにつなげてまいります。 

 これらの対応を含め、仕入コストの削減やロス管理の徹底により、各業態の原価率の改善につなげ

てまいります。 

３）人事政策 

 企業を支えるのは何といっても人的資産であります。喫緊の課題は現状の厳しい競争下、人材の確

保、定着化であり、特に、人口構造の高齢化が進み、社員・パートの確保が困難な状況下にあって、

採用・教育・活性化対策は経営上の極めて重要課題であります。 

ａ．採用対策 

今後の厳しい採用環境下において、採用媒体の研究・改善・効率化や、時給制度の見直しは勿論

のこと、当社としての下記の独自の採用戦略（各々当社固有の呼称）を強力に展開してまいります。 

 ⅰ） パートチーフ、パート店長制度の一層の活用 

 ⅱ） テンアライドスタッフの採用強化（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制度） 
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 ⅲ） シニアテンアライドスタッフ制度（中高年人材の有効活用を図ることを目的とした制度） 

 ⅳ） 学生社員制度の導入の検討（進学予定者を対象にした制度） 

 ⅴ） 外国人パートの組織的活用（日本語専門学校との提携等） 

 ⅵ） ラピッド社員制度（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） 

ｂ．社員・パート教育対策 

かかる環境下、社員の教育は勿論のこと、パート教育による定着化の推進は採用コストを削減す

るとともに、極めて重要なファクターとなってきております。 

このための教育カリキュラムの充実化と、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両面からの教育カリキュラム

の強化を更に推し進めてまいります。 

こうした教育環境の整備の一環として、今年４月には本社近隣の東神田に「テンアライド研修セ

ンター」を開設、今後の教育ニーズに応えてまいります。 

４）出店政策 

 当連結会計年度の出店は「和食れすとらん天狗」他の４店舗にとどまりましたが、翌連結会計年度

におきましては、「旬鮮酒場天狗」を中心に１０店舗以上の出店を計画しております。なお、既に今年

４月には、先に触れました「テング酒場」として川越市に川越クレアモール店をオープンしておりま

す。 

５）リニューアル政策 

 翌連結会計年度におけるリニューアルは和食を中心に２０店舗ほど計画中でありますが、既存店利

益確保を最優先として無理な追加投資は回避する基本的スタンスに則り選定しております。 

６）販促政策 

 当社の今後の大きな課題の１つに、天狗のコンセプトをいかにお客様に伝えていくかということが

あります。引き続き、企業訪問による販促活動をはじめとして、ホームページのレベルアップ及びモ

バイルを活用したフェアー開催や旬のメニュー情報等の情報発信の強化を図ってまいります。 

なお、４月には構想から約１年かけて「てんぐのうた」を２曲を完成させました。題名は「天狗」

と「真冬のオレンジ」の２曲です。この唄は当社テンメイツ（パート・アルバイト）による作詞に、

かの有名な唄「白いブランコ」の作詞、作曲のビリーバンバンの作曲によって出来上がったものです。

店舗でのバックグラウンドミュージックとして、また、ＣＤとして店舗での販売を開始、既に多くの

お客様にお買い上げいただき、ご好評をいただいており、この天狗の唄を通して“新生天狗”をお客

様にお伝えしていきたいと思っております。 

７）経費削減策の徹底 

 まず、前述の人事政策の強力な推進とともに、社員・パートの教育の徹底、作業の見直し等による

効率的なシフトの実現を図り、人件費の削減に取り組んでまいります。 

 また、引き続き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に加え、節水対策、油濾過機の有効活用等による水光熱費の削減、ごみ処理関

係の管理徹底による削減等きめ細かな対策を引き続き実施してまいります。 

８）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。このため当連結会計年度においては、店舗のＰＯＳシステムのレベルアップを実施、また、

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を実現いたしました。翌連結会計年度

においては、これらの延長線上でのより高度のシステム構築、例えば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を更に推し進めてまいります。 

 

以上の諸政策を通して、業界を取り巻く環境はなお厳しいものがありますが、それを打破して、お客様へのサー

ビス向上を第一に、お客様が満足してお帰りになれる店舗作りと、利益をあげ得る体質の会社にするべく全社を挙

げて取り組んでまいる所存であります。 
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４．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１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

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   1,769   2,941  

 ２ 売掛金   125   123  

 ３ たな卸資産   253   287  

 ４ 繰延税金資産   358   ―  

 ５ その他   521   1,141  

   貸倒引当金   △0   △0  

   流動資産合計   3,028 18.9  4,493 29.2 

Ⅱ 固定資産        

 １ 有形固定資産 ※１       

  (1) 建物及び構築物  13,156   11,083   

    減価償却累計額  9,030 4,125  7,589 3,493  

  (2) 機械及び装置  2,000   1,715   

    減価償却累計額  1,379 621  1,162 553  

  (3) 工具器具及び備品  2,163   1,878   

    減価償却累計額  1,659 503  1,410 468  

  (4) 土地 ※２  334   334  

    有形固定資産合計   5,585 35.0  4,849 31.5 

 ２ 無形固定資産        

  (1) ソフトウェア   52   131  

  (2) 電話加入権等   65   40  

    無形固定資産合計   118 0.7  171 1.1 

 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  750   315  

  (3) 長期貸付金   65   53  

  (4) 敷金及び保証金 ※１  6,240   5,356  

  (5) その他   112   77  

    貸倒引当金   △15   △5  

    投資その他の資産合計   7,253 45.4  5,898 38.2 

    固定資産合計   12,957 81.1  10,919 70.8 

    資産合計   15,986 100.0  15,413 100.0 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   620   531  

 ２ 一年以内返済予定の長期借入金 ※１・５  44   444  

 ３ 一年以内償還予定の社債 ※１  300   300  

 ４ 未払金   755   901  

 ５ 未払消費税等   45   50  

 ６ 未払法人税等   113   103  

 ７ 未払事業所税   32   27  

 ８ 未払費用   312   294  

９ その他   26   18  

   流動負債合計   2,249 14.0  2,673 17.3 

Ⅱ 固定負債        

 １ 社債 ※１  600   300  

 ２ 長期借入金 ※１・５  100   1,655  

 ３ 繰延税金負債   219   73  

 ４ 再評価に係る繰延税金負債   41   41  

 ５ 退職給付引当金   687   735  

 ６ 預り保証金   4   4  

 ７ 長期未払金   22   18  

   固定負債合計   1,674 10.5  2,828 18.4 

   負債合計   3,923 24.5  5,501 35.7 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

  （平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  5,257 32.9  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   4,847 30.3  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,850 11.6  ― ― 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △49 △0.3  ― ― 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   362 2.3  ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※４  △205 △1.3  ― ― 

   資本合計   12,062 75.5  ― ― 

   負債、少数株主持分及び資本合計   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   ―   △51  

 ４ 自己株式   ―   △202  

   株主資本合計   ― ―  9,851 63.9 

Ⅱ 評価・換算差額等        

 １ その他有価証券評価差額金   ―   107  

 ２ 土地再評価差額金 ※２  ―   △49  

   評価・換算差額等合計   ― ―  58 0.4 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  2 0.0 

   純資産合計   ― ―  9,911 64.3 

   負債純資産合計   ― ―  15,413 100.0 
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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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

  至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

注記 百分比 百分比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

Ⅰ 売上高   21,731 100.0  21,753 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  6,646 30.6  6,473 29.8 

   売上総利益   15,084 69.4  15,280 70.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

 １ 人件費  7,337   7,741   

 ２ 退職給付費用  157   195   

 ３ 地代家賃  3,008   3,008   

 ４ 事業税  69   59   

 ５ 事業所税  31   21   

 ６ 減価償却費  982   1,030   

 ７ 研究開発費 ※１ 13   16   

 ８ その他  3,383 14,984 68.9 3,421 15,493 71.2 

   営業利益又は営業損失（△）   99 0.5  △213 △1.0 

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  1   3   

 ２ 受取配当金  8   5   

 ３ 賃貸収入  1   1   

 ４ 固定資産負担金  48   35   

 ５ 雑収入  17 77 0.3 37 85 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  12   24   

 ２ 社債保証料  3   ―   

 ３ 雑損失  5 21 0.1 15 39 0.2 

   経常利益又は経常損失（△）   155 0.7  △168 △0.8 

Ⅵ 特別利益        

 １ 投資有価証券売却益  384   327   

 ２ 貸倒引当金戻入益  7   ―   

 ３ 立退料  ―   130   

 ４ その他  5 397 1.8 ― 457 2.1 

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産除却損 ※２ 130   718   

 ２ 減損損失 ※３ 75   349   

 ３ 貸倒損失  13   ―   

 ４ その他 ※４ 96 316 1.4 498 1,566 7.2 

   税金等調整前当期純利益又は    

    税金等調整前当期純損失（△）   
236 1.1 

 
△1,277 △5.9 

   法人税、住民税及び事業税  76   78   

   法人税等調整額  40 117 0.6 388 467 2.1 

   当期純利益   119 0.5  △1,744 △8.0 
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③連結剰余金計算書 

  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） 

注記 区分 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

    
Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,847 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   4,847 

（利益剰余金の部）    

    
Ⅰ 利益剰余金期首残高   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  156  

    
 ２ 土地再評価差額金取崩高  ― 156 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,850 
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④連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 1,850 △205 11,748 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △156  △156 

純損失   △1,744  △1,744 

自己株式の処分  0  3 3 

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）     ― 

連結会計年度中の変動額合計（百万円） ― 0 △1,901 3 △1,897 

平成１９年３月３１日 残高（百万円） 5,257 4,847 △51 △202 9,851 

 

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 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     △156 

純損失     △1,744 

自己株式の処分     3 

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額） △255  △255 2 △253 

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △255 ― △255 2 △2,150 

平成１９年３月３１日 残高（百万円） 107 △49 58 2 9,911 
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⑤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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

  至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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又は税金等調整前当期純損失（△）  236 △1,277 

２ 減価償却費  990 1,058 

３ 減損損失  75 349 

４ 貸倒引当金の減少額  △8 △10 

５ 退職給付引当金の増加額  27 48 

６ 受取利息及び受取配当金  △10 △9 

７ 賃貸収入  △1 △1 

８ 支払利息  12 24 

９ 有形固定資産除却損  130 718 

１０ 投資有価証券売却益  △384 △327 

１１ 貸倒損失  13 － 

１２ 売上債権の増減額（△は増加）  △17 1 

１３ たな卸資産の増加額  △62 △33 

１４ その他流動資産の減少額  6 34 

１５ 仕入債務の増減額（△は減少）  23 △88 

１６ 未払消費税等の増減額（△は減少）  △23 5 

１７ その他流動負債の増加額  33 304 

１８ 敷金及び保証金の減少額  8 262 

１９ その他の増減額（△は減少）  72 △8 

   小計  1,124 1,051 

２０ 利息及び配当金の受取額  10 9 

２１ 賃貸料の受取額  1 1 

２２ 利息の支払額  △12 △33 

２３ 法人税等の支払額  △173 △74 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  950 953 

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  △1,102 △1,480 

３ 無形固定資産取得による支出  △18 △116 

４ 投資有価証券の売却による収入  399 331 

５ 貸付けによる支出  △0 － 

６ 貸付金の回収による収入  16 16 

７ 長期前払費用の増加による支出  △47 △36 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △853 △1,285 

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  ― 2,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △231 △44 

３ 社債の償還による支出  △300 △300 

４ 自己株式の売却による収入  － 4 

５ 自己株式の取得による支出  △0 △0 

６ 配当金の支払額  △156 △155 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △688 1,504 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △592 1,172 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,361 1,769 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,769 2,941 

  
※１ 
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⑥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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

 至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差 

    額は、全部資本直入法により処理し、売却原    額は、全部純資産直入法により処理し、売却 

    価は移動平均法により算出しております。）    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 (イ)有形固定資産 

  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 (ロ)無形固定資産 

   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。  
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

 至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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 同左 

 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  

 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  

 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  

 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  

 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  

 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  

 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  

 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) 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 ――――――――― 

 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。  
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 前連結会計年度 当連結会計年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

 至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

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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⑦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 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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。  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

―――――――――  当連結会計年度から「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９９億９百万円であ 

 ります。 

  当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結 

 財務諸表規則の改正に伴い、改正後の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） 

―――――――――  当連結会計年度から「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、営業損失、経常損失及び税引前純損失が２百万円拡大して 

 おります。 
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⑧連結財務諸表に関する注記事項 

〔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１８年 ３月３１日） （平成１９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４４百万円を含む）  長期借入金（一年以内に返済予定の長期借入金２４４百万円を含む） 

 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  １１億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 

 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  債３億円を含む）６億円に対して下記の資産を担保に供しておりま 

 保に供しております。  す。 

 投資有価証券                ６８８百万円  投資有価証券                ３０５百万円 

 建物                     ５９  建物                     ５７ 

 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                   ２，１３６   計                   １，７５０  

※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                     △６５百万円   差額                     △５１百万円 

※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                   ５０４千株   普通株式                   ４９５千株 

  ※５ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項 

   平成１８年３月３１日締結の実行可能期間付タームローン契約につ 

   いて、以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場 

   合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 

   （確約内容） 

   ・各年度の決算期末における貸借対照表において、資本の部の合計を 

    ９，１０８百万円以上に維持すること。 

   ・各年度の決算期における損益計算書上において、経常損益に関して 

    ２期連続して経常損失を計上しないこと。 
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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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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 

                           １３百万円                            １６百万円 

※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 減損損失 ※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  当社グループは、当連結会計期間において３億４９百万円の減損損失 

 を計上しており、その内容は以下の通りであります。  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   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 東京都 

 ８店舗 構築物等  千代田区他   ２５店舗 構築物等 
３２４百万円 

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  遊休資産 電話加入権 ２３百万円 ―  

 単位として、店舗別に行っております。  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 

 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  単位として、店舗別に行っております。ただし、将来の使用が見込 

 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  まれていない遊休資産については、個別の資産グループとして取り 

 として計上しております。  扱っております。 

 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  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 

 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  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 

 おります。  として計上しております。また、今後も使用の目途が立っていない 

   遊休状態の資産グループについて、回収可能価額まで減額し、当該 

   減少額を減損損失として計上しております。 

   なお、店舗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。また、遊休資産グループの回収可能価額は、正味売却価 

   額により測定し、正味売却価額は取引事例価額に基づいて評価して 

   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。 

 社葬関連費用     ２５百万円   閉店諸費用 ４３４百万円  

 その他 ７０   その他 ６３  
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〔株主資本等変動計算書関係〕 

当連結会計年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１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 当連結会計年度末 

 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 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 504,263 1,053 10,000 495,316 

（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 1,053株   

減少数の主な内訳は次の通りであります。 

新株引受権行使に伴う譲渡による減少 9,000株   

新株予約権行使に伴う譲渡による減少 1,000株   

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数 会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

当連結会計年度 

末残高（百万円） 

提出会社 平成１８年新株予約権 ― ― 114,000 9,000 105,000 2 

合 計 ― 114,000 9,000 105,000 2 

（注）新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

配当金の総額 １株当りの配当額 
決議 株式の種類 

（百万円） （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２９日 

平成１８年１１月２１日 

取締役会 
普通株式 104 4 平成１８年 ９月３０日 平成１８年１２月１２日 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    基準日が当連結会計年度に属する配当はございません。 

 

 

 

〔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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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 １，７６９百万円   現金及び預金勘定 ２，９４１百万円  

 現金及び現金同等物 １，７６９      現金及び現金同等物 ２，９４１     
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〔セグメント情報〕 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、当社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を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、当社は海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 

〔リース取引関係〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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、減損損失累計 (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 

   額相当額及び期末残高相当額    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              ６９６百万円   取得価額相当額              ８５４百万円  

 減価償却累計額相当額           ４９２   減価償却累計額相当額           ６２７  

 減損損失累計額相当額             ３   減損損失累計額相当額            １０  

 期末残高相当額              ２００   期末残高相当額              ２１６  

  (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及びリース資産減損勘定期末残高 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 

 未経過リース料期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内                 １３７百万円   １年以内                  ５３百万円  

 １年超                   ６６   １年超                  １６５  

 合計                   ２０３   合計                   ２１８  

  (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   リース資産減損勘定期末残高          ２百万円  

(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 (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    減損損失 

 支払リース料               １３５百万円   支払リース料               １４３百万円  

 リース資産減損勘定の取崩額          ３   リース資産減損勘定の取崩額          ４  

 減価償却費相当額             １３５   減価償却費相当額             １４３  

 減損損失                   ６   減損損失                   ２  

(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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〔関連当事者との取引〕 

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） 

１ 役員及び個人主要株主等 

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 

(％) 
役員の兼任等 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 5.2％     (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 保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。 

 

当連結会計年度（自 平成１８年 ４月 １日 至 平成１９年 ３月３１日） 

関連当事者との取引において重要性が認められる事項はありません。 
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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１８年 ３月３１日）           （平成１９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）  

 ①流動資産    ①流動資産   

  賞与引当金繰入限度超過額 ５９百万円    未払賞与（賞与引当金）損金算入限度超過額 ５４百万円  

  未払事業税等否認 １５    未払事業税等否認 １１  

  未払事業所税否認 １３    未払事業所税否認 １０  

  繰越欠損金相当額 ２６３    閉店舗に伴う諸費用計上否認 ７８  

  その他 ７    その他 ２４  

     計    ３５８       計 １８０  

 ②固定資産     評価性引当額 １８０  

  貸倒引当金繰入限度超過額  ６       合計 ―  

  退職給付引当金繰入限度超過額    ２７９   ②固定資産   

  有形固定資産減価償却超過額 ２１    貸倒引当金損金算入限度超過額 ２  

  減損損失累計額 ２３    退職給付引当金損金算入限度超過額 ２９９  

  ゴルフ会員権評価損否認      ３    有形固定資産減価償却の超過額 ２４  

  繰越欠損金相当額    ５７６    減損損失累計額 １６６  

  その他 ０    ゴルフ会員権評価損否認 ３  

  繰延税金負債（固定）との相殺    △２９    税務上の繰越欠損金 １，０６２  

     計    ８８１    その他 ０  

  評価性引当額   △８８１       計 １，５５７  

     合計      ―    評価性引当額 １，５５７  

  繰延税金資産合計    ３５８       合計 ―  

  （繰延税金負債）     繰延税金資産合計 ―  

  固定負債     （繰延税金負債）   

  その他有価証券評価差額金    ２４８    固定負債   

  繰延税金資産（固定）との相殺    △２９    その他有価証券評価差額金 ７３  

  繰延税金負債合計    ２１９    繰延税金負債合計 ７３  

  繰延税金資産の純額    １３９    再評価に係る繰延税金負債 ４１  

  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   ２０．３    交際費等永久に損金に算入されない項目   △４．１  

  受取配当等永久に益金に算入されない項目   △０．７    受取配当等永久に益金に算入されない項目    ０．１  

  住民税均等割   ３０．９    住民税均等割   △２．３  

  評価性引当額  △４１．２    評価性引当額  △６７．３  

  その他   △０．４    その他   △５．８  

  税効果会計適用後の法人税等の負担率   ４９．６％    税効果会計適用後の法人税等の負担率 △３８．７％  
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〔有価証券関係〕 

〈前連結会計年度〉（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 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成１７年 ４月 １日   至 平成１８年３月３１日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

399 384 ― 

 

〈当連結会計年度〉（平成１９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 134 315 181 

 小計 134 315 181 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 0 0 △0 

 小計 0 0 △0 

合計 134 315 181 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成１８年 ４月 １日   至 平成１９年３月３１日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

331 327 ― 

 

 

〔デリバティブ取引〕 

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。 

当連結会計年度（自 平成１８年 ４月 １日 至 平成１９年 ３月３１日） 

当企業集団は、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。 
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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１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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１７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１８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１，２１９百万円であります。       金資産の額は1,679百万円であります。 

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              △６６６百万円   ①退職給付債務             △６９３百万円  

 ②会計基準変更時差異の未処理額        ９３   ②会計基準変更時差異の未処理額       ６９  

 ③未認識数理計算上の差異         △１１４   ③未認識数理計算上の差異        △１１１  

 ④退職給付引当金（①＋②＋③）      △６８７   ④退職給付引当金（①＋②＋③）     △７３５  

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)               １５９百万円   ①勤務費用(注)               ５９百万円  

 ②利息費用                  １２   ②利息費用                 １３  

 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       △３８   ④数理計算上の差異の費用処理額      △１５  

 ⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④）      １５６   ⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④）      ８１  

  (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   (注)上記ジェフ厚生年金基金への要拠出額（113百万円）を含めて 

    記載しております。     記載しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等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           ５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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〔ストック・オプション等関係〕 

当連結会計年度（自 平成１８年 ４月 １日 至 平成１９年 ３月３１日） 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の人件費     ２百万円 

 

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

 決議年月日 平成12年 6月27日 平成13年 6月26日 平成14年 6月26日 平成15年 6月26日 

 付与対象者の区分 

及び人数（名） 

当社取締役   9 

当社従業員 409 

当社取締役  2 

当社従業員 78 
当社従業員 57 当社従業員 75 

 株式の種類及び付与数（株） 普通株式 862,000 普通株式 102,000 普通株式  58,000 普通株式  87,000 

 付与日 平成12年 7月21日 平成13年 7月19日 平成14年 8月23日 平成15年 8月22日 

 
権利確定条件 

権利確定条件は付されてい

ない 
同左 同左 同左 

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない 同左 同左 同左 

 
権利行使期間 

平成15年 4月 1日 

～平成21年 6月27日 

平成16年 4月 1日 

～平成22年 6月26日 

平成17年 4月 1日 

～平成23年 6月26日 

平成18年 4月 1日 

～平成24年 6月26日 

 

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社  

 決議年月日 平成16年 6月25日 平成17年 6月28日 平成18年 6月28日  

 付与対象者の区分 

及び人数（名） 

当社取締役  3 

当社従業員 59 
当社従業員 72 

当社取締役  2 

当社従業員 80 
 

 株式の種類及び付与数（株） 普通株式  76,000 普通株式  78,000 普通株式 114,000  

 付与日 平成16年 7月22日 平成17年 7月25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 
同左 同左  

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない 同左 同左  

 
権利行使期間 

平成19年 4月 1日 

～平成25年 6月25日 

平成20年 4月 1日 

～平成26年 6月28日 

平成21年 4月 1日 

～平成27年 6月28日 
 

 

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

 決議年月日 平成12年 6月27日 平成13年 6月26日 平成14年 6月26日 平成15年 6月26日 

 権利確定前     

  期首（株） ― ― ― ― 

  付与（株） ― ― ― ― 

  失効（株） ― ― ― ― 

  権利確定（株） ― ― ― ― 

  未確定残（株） ― ― ― ― 

 権利確定後     

  期首（株） 446,000 56,000 33,000 65,000 

  権利確定（株） ― ― ― ― 

  権利行使（株） 9,000 ― ― 1,000 

  失効（株） 23,000 3,000 4,000 2,000 

  未行使残（株） 414,000 53,000 29,000 62,000 
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 会社名 提出会社 提出会社 提出会社  

 決議年月日 平成16年 6月25日 平成17年 6月28日 平成18年 6月28日  

 権利確定前     

  期首（株） 55,000 68,000 114,000  

  付与（株） ― ― ―  

  失効（株） 1,000 7,000 9,000  

  権利確定（株） ― ― ―  

  未確定残（株） 5,4000 61,000 105,000  

 権利確定後     

  期首（株） ― ― ―  

  権利確定（株） ― ― ―  

  権利行使（株） ― ― ―  

  失効（株） ― ― ―  

  未行使残（株） ― ― ―  

 

  ② 単価情報 

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

 決議年月日 平成12年 6月27日 平成13年 6月26日 平成14年 6月26日 平成15年 6月26日 

 権利行使価格（円） 442 414 434 399 

 行使時平均株価（円） 478 ― ― 505 

 付与日における 

公正な評価単価（円） 
― ― ― ― 

 

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社  

 決議年月日 平成16年 6月25日 平成17年 6月28日 平成18年 6月28日  

 権利行使価格（円） 416 485 490  

 行使時平均株価（円） ― ― ―  

 付与日における 

公正な評価単価（円） 
― ― 6,858  

 

３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 (1) 使用した算定技法 

    ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基本数値及びその見積方法 

  ① 株価変動性   １５％ 

    平成１２年８月～平成１８年７月の株価実績に基づき算定 

  ② 予想残存期間  ５年１０ヶ月 

 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものとし

て見積っている。 

  ③ 予想配当    ６円／株 

    平成１９年３月期の配当実績による 

  ④無リスク利子率  １．４％ 

    予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 

 

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。 
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〔１株当たり情報〕 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

１株当たり純資産額 ４６２．５９円  １株当たり純資産額 ３７９．９９円  

１株当たり当期純利益 ４．５７円  １株当たり当期純損失 ６６．９０円  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ４．５６円     

  

（注）１株当りの当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

 項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

  至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

 当期純利益又は当期純損失 119 百万円 △1,744 百万円 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失 119 百万円 △1,744 百万円 

 普通株式に帰属しない金額 ―  ―  

 普通株式の期中平均株式数 26,075,849 株 26,078,579 株 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は当     

 期純損失の算出に用いられた普通株式増加数     

 の主要な内訳     

   新株引受権 52,188 株 45,144 株 

   新株予約権 27,508 株 21,467 株 

 普通株式増加数 79,697 株 66,611 株 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 ――――――――― ――――――――― 

 １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定   

 に含まれなかった潜在株式の概要   

    

 

〔重要な後発事象〕 

 該当事項はありません。 
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５．財務諸表等 

①貸借対照表 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 区分 
番号 

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   1,712   2,915  

 ２ 売掛金 ※４  116   120  

 ３ 商品   74   69  

 ４ 店舗食材   121   148  

 ５ 貯蔵品   3   7  

 ６ 前払費用   314   287  

 ７ 関係会社短期貸付金   28   28  

 ８ 未収入金 ※４  189   836  

 ９ 繰延税金資産   383   ―  

１０ その他   22   19  

   流動資産合計   2,968 18.5  4,433 28.7 

Ⅱ 固定資産        

 １ 有形固定資産 ※１       

  (1) 建物  299   255   

    減価償却累計額  153 145  140 114  

  (2) 建物付属設備  12,451   10,466   

    減価償却累計額  8,590 3,860  7,197 3,269  

  (3) 構築物  253   209   

    減価償却累計額  180 72  146 62  

  (4) 機械及び装置  1,989   1,703   

    減価償却累計額  1,371 618  1,153 550  

  (5) 工具器具及び備品  2,147   1,862   

    減価償却累計額  1,646 501  1,396 466  

  (6) 土地 ※２  334   334  

   有形固定資産合計   5,532 34.5  4,796 31.1 

 ２ 無形固定資産        

  (1) ソフトウェア   52   131  

  (2) 電話加入権   61   36  

  (3) その他   3   3  

   無形固定資産合計   118 0.7  171 1.1 
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  前事業年度 当事業年度 

  （平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 
区分 

番号 
金額（百万円） 

（％） 
金額（百万円） 

（％） 

 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  750   315  

  (3) 関係会社株式   10   10  

  (4) 出資金   4   4  

  (5) 長期貸付金   65   52  

  (6) 関係会社長期貸付金   190   166  

  (7) 長期前払費用   39   42  

  (8) 敷金及び保証金 ※１  6,210   5,328  

  (9)その他   68   30  

    貸倒引当金   △15   △5  

   投資その他の資産合計   7,423 46.3  6,045 39.1 

   固定資産合計   13,074 81.5  11,013 71.3 

   資産合計   16,042 100.0  15,447 100.0 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 １ 買掛金   616   555  

 ２ 一年以内に返済予定の長期借入金 ※１・７  44   444  

 ３ 一年以内に償還予定の社債 ※１  300   300  

 ４ 未払金   748   896  

 ５ 未払消費税等   44   46  

 ６ 未払法人税等   110   100  

 ７ 未払事業所税   32   27  

 ８ 未払費用   309   291  

 ９ 預り金   22   18  

１０ その他   4   3  

   流動負債合計   2,232 13.9  2,683 17.4 

Ⅱ 固定負債        

 １ 社債 ※１  600   300  

 ２ 長期借入金 ※１・７  100   1,655  

 ３ 退職給付引当金   687   735  

 ４ 預り保証金   4   4  

 ５ 繰延税金負債   224   73  

 ６ 再評価に係る繰延税金負債 ※２  41   41  

 ７ 長期未払金   22   18  

   固定負債合計   1,679 10.5  2,828 18.3 

   負債合計   3,912 24.4  5,511 35.7 
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  前事業年度 当事業年度 

  （平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

注記 構成比 構成比 
区分 

番号 
金額（百万円） 

（％） 
金額（百万円） 

（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  5,257 32.7  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  4,847   ―   

 資本剰余金合計   4,847 30.2  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金        

 １ 利益準備金  386   ―   

 ２ 任意積立金        

    別途積立金  1,413   ―   

 ３ 当期未処分利益  118   ―   

   利益剰余金合計   1,918 12.0  ― ― 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △49 △0.3  ― ― 

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※６  362 2.3  ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※５  △205 △1.3  ― ― 

   資本合計   12,130 75.6  ― ― 

   負債資本合計   16,042 100.0  ― ― 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   ―   5,257  

 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  

 ３ 利益剰余金        

  (1) 利益準備金  ―   386   

  (2) その他の利益剰余金  ―   △413   

 利益剰余金合計   ―   △27  

 ４ 自己株式 ※５  ―   △202  

   株主資本合計   ― ―  9,875 63.9 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価差額金   ―   107  

２ 土地再評価差額金 ※２  ―   △49  

  評価・換算差額等合計   ― ―  58 0.4 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  2 0.0 

   純資産合計   ― ―  9,935 64.3 

   負債純資産合計   ― ―  15,446 100.0 
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②損益計算書 

  前事業年度 当事業年度 

  （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

  至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

注記 百分比 百分比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

Ⅰ 売上高        

 １ 商品売上高  8,399   8,251   

 ２ 製品売上高  13,058 21,458 100.0 13,312 21,564 100.0 

Ⅱ 売上原価        

 １ 商品売上原価        

  (イ)商品期首たな卸高  69   74   

  (ロ)当期商品仕入高  2,353   2,260   

      合計  2,423   2,335   

  (ハ)商品期末たな卸高  74 2,348  69 2,266  

 ２ 製品売上原価        

  (イ)店舗食材期首たな卸高  90   121   

  (ロ)当期店舗食材製造原価 ※４ 838   931   

  (ハ)当期店舗食材仕入高  3,403   3,306   

      合計  4,331   4,360   

  (ニ)店舗食材期末たな卸高  121 4,209  148 4,211  

   売上原価合計   6,558 30.6  6,477 30.0 

   売上総利益   14,899 69.4  15,086 70,0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

 １ 広告宣伝費  108   138   

 ２ 運搬費  230   245   

 ３ 役員報酬  78   69   

 ４ 給料手当  1,862   2,007   

 ５ 雑給  4,015   4,118   

 ６ 賞与手当  344   355   

 ７ 退職給付費用  156   247   

 ８ 福利厚生費  448   535   

９ 求人教育費  222   212   

１０ 旅費交通費  292   310   

１１ 減価償却費  975   1,023   

１２ 修繕費  245   256   

１３ 備品費  65   53   

１４ 消耗品費  658   556   

１５ 水道光熱費  1,158   1,187   

１６ 支払手数料  179   201   

１７ 通信費  62   70   

１８ 清掃管理費  207   222   

１９ 支払リース料  140   147   

２０ 地代家賃  2,990   2,989   

２１ 保険料  17   19   

２２ 租税公課  82   83   

２３ 事業税  69   59   

２４ 事業所税  31   21   

２５ 研究開発費 ※４ 13   16   

２６ その他  188 14,848 69.2 203 15,354 71.2 

   営業利益又は営業損失（△）   51 0.2  △268 △1.2 
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  前事業年度 当事業年度 

  （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

  至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

注記 百分比 百分比 区分 
番号 

金額（百万円） 
（％） 

金額（百万円） 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  6   7   

２ 受取配当金  8   5   

３ 賃貸収入  1   1   

４ 固定資産負担金  48   35   

５ 業務代行手数料  14   2   

６ 雑収入 ※１ 22 100 0.5 54 107 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  3   15   

２ 社債利息  8   8   

３ 社債保証料  3   ―   

４ 雑損失  5 21 0.1 15 39 0.2 

 経常利益又は経常損失（△）   130 0.6  △199 △0.9 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  7   ―   

２ 投資有価証券売却益  384   327   

３ 立退料  ―   130   

４ その他  5 397 1.9 ― 457 2.1 

Ⅵ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※２ 130   717   

２ 減損損失 ※５ 75   349   

３ 貸倒損失  13   ―   

４ その他 ※３ 95 315 1.5 498 1,565 7.3 

  税引前当期純利益又は    

税引前当期純損失（△）   
213 1.0 

 
△1,307 △6.1 

 法人税、住民税及び事業税  67   73   

 法人税等調整額  40 107 0.5 408 481 2.2 

 当期純利益又は当期純損失（△）   105 0.5  △1,788 △8.3 

 前期繰越利益   116     

 中間配当額   104     

当期未処分利益   118     
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③利益処分計算書 

  前事業年度 

  （平成１８年６月２８日） 

注記 区分 
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   118 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

   別途積立金取崩額  50 50 

   168 

Ⅲ 利益処分額    

   配当金  52 52 

Ⅳ 次期繰越利益   115 

    

 

④株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

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 

その他剰余

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 1,531 1,918 △205 11,817 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △156 △156  △156 

純損失      △1,788 △1,788  △1,788 

別途積立金の取崩      ― ―  ― 

自己株式の処分   0 0    3 3 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）         ― 

事業年度中の変動額合計（百万円） ― ― 0 0 ― △1,945 △1,945 3 △1,941 

平成１９年３月３１日 残高（百万円） 5,257 4,847 0 4,847 386 △413 △27 △202 9,875 

 

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 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △156 

純損失     △1,788 

別途積立金の取崩     ― 

自己株式の処分     3 

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） △255  △255 2 △253 

事業年度中の変動額合計（百万円） △255 ― △255 2 △2,194 

平成１９年３月３１日 残高（百万円） 107 △49 58 2 9,935 
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⑤重要な会計方針 

 前事業年度 当事業年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

 至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９年３月３１日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ)子会社株式 (イ)子会社株式 

   移動平均法による原価法 同左 

 (ロ)その他有価証券 (ロ)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に基づく時価法（    決算日の市場価格等に基に基づく時価法（ 

    評価差額は全部資本直入法により処理し、売    評価差額は全部純資産直入法により処理し、 

    却原価は移動平均法により算出しております）    売却原価は移動平均法により算出しておりま 

   時価のないもの す） 

    移動平均法による原価法   時価のないもの 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法  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  

３ 固定資産の減価償却の方法 (イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産 

  定率法 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  

 (ロ)無形固定資産 (ロ)無形固定資産 

   定額法 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。  

４ 引当金の計上基準 (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。  
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 前事業年度 当事業年度 

項目 （自 平成１７年４月 １日 （自 平成１８年４月 １日 

 至 平成１８年３月３１日） 至 平成１９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、当事業年度末 同左 

 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異を  

 加減算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  

 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  

 たり費用処理しております。  

 数理計算上の差異については、各事業年度の発  

 生時における従業員の平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、按分  

 した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処  

 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。  

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 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。  

６ 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。 

７ その他財務諸表作成のための基本とな (イ)消費税等の会計処理 (イ)消費税等の会計処理 

  る重要な事項   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 
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⑥重要な会計方針の変更 

前事業年度 当事業年度 

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

           至 平成１８年３月３１日）            至 平成１９年３月３１日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――――――― 

 当事業年度から「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。  

 これにより税引前当期純利益が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、改正後の財務諸表等規則に基づき当  

該各資産の金額から直接控除しております。  

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

  当事業年度から「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９９億３３百万円で 

 あります。 

  当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表規則 

 の改正に伴い、改正後の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） 

  当事業年度から「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、営業損失、経常損失及び税引前純損失が２百万円拡大し 

 ております。 
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②個別財務諸表に関する注記事項 

〔貸借対照表関係〕 

前事業年度 当事業年度 

         （平成１８年 ３月３１日）          （平成１９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４４百万円を含む）  長期借入金（一年以内に返済予定の長期借入金 ２４４百万円を含 

 １４４百万円及び銀行保証付無担保私募債（一年以内に返済予定の  む）１１億円及び銀行保証付無担保私募債（一年以内に返済予定の 

 私募債３００百万円を含む）９００百万円に対して下記の資産  私募債３億円を含む）６億円に対して下記の資産を担保に供してお 

 を担保に供しております。  ります。 

  投資有価証券            ６８８百万円   投資有価証券            ３０５百万円 

  建物                 ５９   建物                 ５７ 

  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               ２，１３６    計               １，７５０  

※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  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                     △６５百万円   差額                     △５１百万円 

※３ 授権株式数等 ※３ 授権株式数等 

  会社が発行する株式の総数   普通株式  ８４，７１２千株   会社が発行する株式の総数   普通株式  ８４，７１２千株 

  発行済株式の総数       普通株式  ２６，５７９千株   発行済株式の総数       普通株式  ２６，５７９千株 

 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる」  「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる」 

 旨の定款を定めております。なお、当事業年度に実施した自己株式の  旨の定款を定めております。なお、当事業年度に実施した自己株式の 

 消却はありません。  消却はありません。 

※４ 関係会社にかかる注記 ※４ 関係会社にかかる注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するも  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するも 

 のは次のとおりであります。  のは次のとおりであります。 

  売掛金                      ４百万円   売掛金                      ５百万円 

  未収入金                     ８   未収入金                     ２ 

※５ 自己株式の保有数 ※５ 自己株式の保有数 

                 普通株式     ５０４千株                  普通株式     ４９５千株 

※６ 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は３６２百万円であります。   
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前事業年度 当事業年度 

         （平成１８年 ３月３１日）          （平成１９年 ３月３１日） 

 ――――――――― ※７ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項 

   平成１８年３月３１日締結の実行可能期間付タームローン契約につ 

   いて、以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場 

   合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 

   （確約内容） 

   ・各年度の決算期末における貸借対照表において、資本の部の合計を 

    ９，１６９百万円以上に維持すること。 

   ・各年度の決算期における損益計算書上において、経常損益に関して 

    ２期連続して経常損失を計上しないこと。 
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〔損益計算書関係〕 

前事業年度 当事業年度 

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

          至 平成１８年３月３１日）           至 平成１９年３月３１日） 

※１ 関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 関係会社に対するものは次のとおりであります。 

  雑収入                      ６百万円   雑収入                     ２０百万円 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  建物付属設備                  ９６百万円    建物                      ２３百万円  

  機械及び装置                  １８    建物付属設備                 ５３２  

  工具器具備品                  １４    構築物                     ２１  

  計                      １３０    機械及び装置                  ５９  

     工具器具備品                  ８０  

     計                      ７１７  

                             

※３ その他の内訳は次のとおりであります。 ※３ その他の内訳は次のとおりであります。 

  社葬関連費用                  ２５百万円   閉店諸費用                  ４３４百万円 

  その他                     ６９   その他                     ６３ 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                          １３百万円                           １６百万円 

※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

 当社は、当事業年度において７５百万円の減損損失を計上しており、  当社は、当事業年度において３億４９百万円の減損損失を計上してお 

 その内容は以下の通りであります。  り、そ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 

 店舗 建物及び ７５百万円 東京都   店舗 建物及び ３２４百万円 東京都 

 ８店舗 構築物等  千代田区他   ２５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  遊休資産 電話加入権 ２３百万円 ―  

 単位として、店舗別に行っております。  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 

 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  単位として、店舗別に行っております。ただし、将来の使用が見込 

 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  まれていない遊休資産については、個別の資産グループとして取り 

 として計上しております。  扱っております。 

 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  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 

 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  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 

 おります。  として計上しております。また、今後も使用の目途が立っていない 

   遊休状態の資産グループについて、回収可能価額まで減額し、当該 

   減少額を減損損失として計上しております。 

   なお、店舗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。また、遊休資産グループの回収可能価額は、正味売却価 

   額により測定し、正味売却価額は取引事例価額に基づいて評価して 

   おります。 
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〔株主資本等変動計算書関係〕 

当事業年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１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 当事業年度末 

 普通株式（株） 504,263 1,053 10,000 495,316 

（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 1,053株   

減少数の主な内訳は次の通りであります。 

新株引受権行使に対する売却による減少 9,000株   

新株予約権行使に対する売却による減少 1,000株   
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〔リース取引関係〕 

前事業年度 当事業年度 

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

          至 平成１８年３月３１日）           至 平成１９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、減損損失累計 (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 

   額相当額及び期末残高相当額    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              ６９６百万円   取得価額相当額              ８５４百万円  

 減価償却累計額相当額           ４９２   減価償却累計額相当額           ６２７  

 減損損失累計額相当額             ３   減損損失累計額相当額            １０  

 期末残高相当額              ２００   期末残高相当額              ２１６  

  (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及びリース資産減損勘定期末残高 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高 

 未経過リース料期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内                 １３７百万円   １年以内                  ５３百万円  

 １年超                   ６６   １年超                  １６５  

 合計                   ２０３   合計                   ２１８  

  (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   リース資産減損勘定期末残高          ２百万円  

(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 (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   減損損失 

 支払リース料               １３５百万円   支払リース料               １４３百万円  

 リース資産減損勘定の取崩額          ３   リース資産減損勘定の取崩額          ４  

 減価償却費相当額             １３５   減価償却費相当額             １４３  

 減損損失                   ６   減損損失                   ２  

(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ます。 同左 

  

 

〔有価証券関係〕 

前事業年度（平成１８年 ３月３１日） 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当事業年度（平成１９年 ３月３１日） 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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〔税効果会計関係〕 

前事業年度 当事業年度 

          （平成１８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） 

 ①流動資産     ①流動資産   

  賞与引当金繰入限度超過額 ５８百万円    未払賞与（賞与引当金）損金算入限度超過額 ５４百万円  

  未払事業税等否認 １５    未払事業税等否認 １０  

  未払事業所税否認 １３    未払事業所税否認 １０  

  繰越欠損金相当額 ２８９    閉鎖店舗に伴う諸費用計上否認 ７８  

  その他 ７    その他 ２４  

     計    ３８３       計   １７８  

 ②固定資産     評価性引当額   １７８  

  貸倒引当金繰入限度超過額  ６       合計 ―  

  退職給付引当金繰入限度超過額    ２７９  ②固定資産   

  有形固定資産減価償却超過額 ２１    貸倒引当金損金算入限度超過額 ２  

  減損損失累計額 ２３    退職給付引当金損金算入限度超過額 ２９９  

  関係会社株式評価損否認 ２０    有形固定資産減価償却の超過額 ２４  

  ゴルフ会員権評価損否認      ３    減損損失累計額 １６５  

  繰越欠損金相当額    ５４８    関係会社株式評価損否認 ２０  

  その他 ０    ゴルフ会員権評価損否認 ３  

  繰延税金負債（固定）との相殺    △２４    税務上の繰越欠損金 １，０５７  

     計    ８７８    その他 ０  

  評価性引当額   △８７８       計 １，５７２  

     合計      ―    評価性引当額 １，５７２  

  繰延税金資産合計    ３８３       合計     ―  

  （繰延税金負債）     繰延税金資産合計     ―  

  固定負債     （繰延税金負債）   

  その他有価証券評価差額金    ２４８    固定負債   

  繰延税金資産（固定）との相殺    △２４    その他有価証券評価差額金 ７３  

  繰延税金負債合計    ２２４    繰延税金負債合計 ７３  

  繰延税金資産の純額    １５９    再評価に係る繰延税金負債 ４１  

  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   ２２．５    交際費等永久に損金に算入されない項目   △４．０  

  受取配当等永久に益金に算入されない項目   △０．８    受取配当等永久に益金に算入されない項目    ０．１  

  住民税均等割   ３４．３    住民税均等割   △２．２  

  評価性引当額  △４５．５    評価性引当額  △６６．９  

  その他   △０．９    その他   △４．６  

  税効果会計適用後の法人税等の負担率   ５０．３％    税効果会計適用後の法人税等の負担率 △３６．９％  
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〔１株当たり情報〕 

前事業年度 当事業年度 

（平成１８年３月３１日） （平成１９年３月３１日） 

１株当たり純資産額 ４６５．２１円  １株当たり純資産額 ３８０．９１円  

１株当たり当期純利益 ４．０６円  １株当たり当期純損失 ６８．６０円  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ４．０５円     

  

（注）１株当りの当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  前事業年度 当事業年度 

  （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） 

 当期純利益又は当期純損失 105 百万円 △1,788 百万円 

 普通株式に係る当期純利益 105 百万円 △1,788 百万円 

 普通株式に帰属しない金額 ―  ―  

 普通株式の期中平均株式数 26,075,849 株 26,078,579 株 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は当     

 期純損失の算定に用いられた普通株式増加数     

 の主要な内訳     

   新株引受権 52,188 株 45,144 株 

   新株予約権 27,508 株 21,467 株 

 普通株式増加数 79,697 株 66,611 株 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 ――――――――― ――――――――― 

 １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定   

 に含まれなかった潜在株式の概要   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 

  ① 代表者の移動 

    該当事項はありません。 

  ② その他の役員の異動（平成１９年６月２７日付 予定） 

ａ．新任取締役候補 

       取締役 片岡 剛（現 当社和食営業企画部長） 

ｂ．退任予定取締役 

       取締役 平野 政人 

       取締役 野口 馨 

ｃ．新任監査役候補 

       常勤監査役 平野 政人（現 当社取締役） 

 


