
平成20年３月期　中間決算短信  
平成19年11月15日

上場会社名 株式会社銀座ルノアール 上場取引所 ＪＱ

コード番号 9853 ＵＲＬ　http://www.ginza-renoir.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）小宮山　文男

問合せ先責任者　（役職名）
常務取締役

管理本部長
（氏名）猪狩　安往 ＴＥＬ　（03）3336－1251

半期報告書提出予定日 平成19年12月20日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,846 △0.6 82 － 94 － 434 －

18年９月中間期 2,864 2.9 △7 － △3 － △84 －

19年３月期 5,716  106  126  59  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 71 38 70 45

18年９月中間期 △14 00 － －

19年３月期 9 87 9 68

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 6,046 4,860 79.8 791 75

18年９月中間期 5,267 4,275 80.6 703 80

19年３月期 5,358 4,422 81.9 725 15

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,827百万円 18年９月中間期 4,243百万円 19年３月期 4,390百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 804 △145 △4 1,635

18年９月中間期 85 △141 △16 888

19年３月期 368 △338 △8 980

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 3 00 3 00

20年３月期 － －

20年３月期（予想） － 3 00 3 00

３．平成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）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,703 △0.2 81 △24.3 100 △21.1 364 511.3 59 83
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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）中間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（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、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計方針の変更)」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９月中間期 6,252,004株 18年９月中間期 6,252,004株 19年３月期 6,252,004株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 154,400株 18年９月中間期 222,200株 19年３月期 197,600株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28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．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,806 △0.7 79 － 92 － 434 －

18年９月中間期 2,826 3.0 △7 － △3 － △84 －

19年３月期 5,638  103  125  59  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 71 35

18年９月中間期 △13 96

19年３月期 9 81

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 5,982 4,801 80.3 787 46

18年９月中間期 5,205 4,218 81.0 699 60

19年３月期 5,296 4,364 82.4 720 86

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,801百万円 18年９月中間期 4,218百万円 19年３月期 4,364百万円

２．平成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）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,624 △0.2 78 △24.9 96 △23.3 361 510.1 59 34

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可

能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ

「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間連結会計期間の経営成績）

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油や原材料価格が高騰し、また、世界的な株価の急落や為替の大き

な変動など、先行きの経済に与える影響が懸念されました。しかしながら、企業収益の好調な推移による設備投資の

増加や雇用環境も緩やかに改善し、個人消費が持ち直す兆しも見え景気の回復基調が続いております。

このような状況下、当社グループは、平成19年9月カフェ・ミヤマ渋谷東口駅前店、田町三田口駅前店を新規オープ

ンいたしました。また、平成19年4月品川高輪口第2店、蒲田西口店を、5月芝大門店、新宿西口エステックビル店を、

6月渋谷宮下公園店、ニューヨーカーズ・カフェ高田馬場1丁目店を、7月中野北口店、千駄ヶ谷駅前店、上野しのばず

口店をそれぞれ改装オープンいたしました。

なお、平成19年6月日本橋室町店、7月蒲田パリオ店、8月むつみ屋神田南口店、マイスペース渋谷パルコ横店、ニュー

ヨーカーズ・カフェ渋谷パルコ横店を閉店いたしましたので当中間連結会計期間末の店舗数は110店舗になりました。

その結果、当中間連結会計期間の業績は売上高2,846百万円(前年同期比18百万円減)となり、営業損益は、売上高は

減少したものの人件費及び家賃の減少により、営業利益82百万円(前年同期は7百万円の損失)、経常利益94百万円(前

年同期は3百万円の損失)となりました。また、既存店舗の改装及び店舗閉鎖による固定資産の廃棄損及び減損損失の

計上があったものの、立退きに伴う受取補償金を計上した結果、中間純利益は434百万円(前年同期は84百万円の損

失)となりました。

（通期の見通し）

通期の連結業績につきましては、売上高5,703百万円、営業利益81百万円、経常利益100百万円、当期純利益364百万

円となる見込みであります。

(2）財政状態に関する分析

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16億3千5百万円となり前

連結会計年度末に比べ6億5千4百万円増加いたしました。

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は8億4百万円(前年同期比7億1千8百万円増)となりました。

これは主に立退に伴う受取補償金を7億5百万円計上したこと等によるものであります。

(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1億4千5百万円(前年同期比4百万円増)となりました。

これは主に差入保証金の支払による支出が前年同期と比べ6千9百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出

が4千4百万円減少したこと及び投資有価証券の売却による収入が3千5百万円増加したこと等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)

財務活動の結果使用した資金は4百万円(前年同期比1千1百万円減)となりました。

これは主に自己株式の売却による収入が1千2百万円増加したこと等によるものであります。
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(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 平成20年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 81.8 81.1 80.6 81.9 79.8

時価ベースの自己資本比率(％) 50.7 57.7 54.8 59.9 43.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 1.8 2.5 1.6 0.7 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 32.5 23.2 36.4 77.0 319.4

(注)1.各指標の計算式は以下のとおりであります。

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／営業キャッシュ・フロー

(中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。)

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

2.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算しております。

4.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。

5.有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おり、また、利払いについては、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の配当

配当につきましては、業績に対応した配当を行う事を基本にしつつ企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備え

る為の内部留保を勘案し、また、株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的に利益

還元を行う事を基本方針としております。

上記の方針に基づき、当期の期末配当金は1株につき3円(年間配当金1株につき3円)を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

①喫茶業への依存について

当社グループは、売上高の大半を喫茶事業によっており、そのため業績は、喫茶事業の取り巻く環境の影響を受け

やすい構造にあります。喫茶業界は価格競争が激しく、各業態に共通して客単価の低下が進んでおり、コスト面での

対応が必要な状況となっております。当社グループの各業態においてもより一層価格競争が激化しつつあり、今後一

層の価格低下が進むものと予想されます。当社グループは、拡大する市場の中でシェアを確保していくためコスト削

減を進め、価格低下に対応していく方針ですが、これらの施策がうまく機能しなかった場合、今後の業績に影響を与

える可能性があります。

②出店政策に関して

当社グループ全体で平成19年9月30日現在、飲食業事業として110店舗を運営しております。今後も店舗の新規出店

及び新業態の拡大を図っていく方針でありますが、今後においても飲食業として関東地区を重点的に出店を行う方針

であります。しかしながら飲食業業界では、同業他社の積極的な出店による競合に加え、他業種との競合もあり、来

店客数の減少、売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グルー

プでは出店コスト及び管理コストを削減するため、建物賃貸借契約の見直し検討等を優先的に行っております。当社

グループの新規出店先の選定に関しましては、入居保証金や賃貸借料等の出店条件、商圏人口等を総合的に勘案の上

決定し、個別店舗の採算を重視した店舗展開を行っており、当社グループの出店条件に合致する物件がなければ出店

予定数を変更することもあるため、業績の見通しに影響を及ぼす可能性があります。

③衛生管理について

商品及び食材の管理に関しては、保健所で行っている衛生検査に加えて、随時各種検査を行っております。また、

独自に策定したマニュアル、指導書に基づき定期的に店舗の衛生状態を確認しております。今後においても衛生面に

留意していく方針でありますが、近年、消費者の食品の安全性に対する関心が高まっていることもあり、食中毒の発

生等衛生上の問題が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④経営成績の季節及び天候の変動について

当社グループの事業は、季節の変動や天候の変化及び各地域、国際的催事等が業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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⑤人材の採用及び育成について

当社グループは、優れた人材の採用及び育成を最重要課題の一つとして認識しており、主に以下のような施策を実

施しております。

1.業界・経験を問わない即戦力化のための中途採用、組織活性化のための新卒採用の実施

2.能力主義を基本とした、職位資格制度、人事考課制度の実施

3.社内研修制度による理念教育及び実務教育の徹底

これらの施策がうまく機能せず、当社グループの求める人材の確保や教育が計画どおりに行えない場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）内部管理体制について

当社は、全社内業務全般に渉る施策事項について、株主総会、取締役会、部長会議、稟議書及び申請書等の内の何

れかの方法で実施許可を得なければならない事としております。これらの社内業務を遂行する際は、各会議体及び稟

議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務所掌範囲等を諸規定に定め、業務執行責任と権限を

明確にし、内部統制が適正に行われるようにしております。その実施状況を内部監査室が適正性、正確性及び効率性

の面から検証し、その結果を速やかに代表取締役社長に報告するほか、改善事項については社長の承認の下、関係部

門に説明・指導する他、主管部門と協議の上、当該事項にかかわる規程の改定案を取締役会へ上程しております。
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２．企業集団の状況
 

（事業系統図）

一般顧客 

 

 

 

商品の提供 

 

商品の提供 

 

喫茶等事業 
 

㈲銀座ルノアール 

（喫茶事業） 

   

    

 

 

経営指導 

経営管理 

資金管理 

当      社(提出会社) 

  

 

  

 ※㈲花見煎餅  

 

　（注）　無印、連結子会社

※、その他の関係会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは創業以来、東京を中心に喫茶業を展開し、くつろぎと憩いの場をより多くのお客様に提供する事を

企業理念としてまいりました。また、顧客の満足度向上のため、フランチャイズ方式の出店を行わず直営店方式によ

る出店政策を、経営の基本方針としております。

グループ各社一体となってサービスの向上を基本方針として業績の向上並びに、お客様・取引先・株主・投資家の

皆様の信頼と期待に応えられる会社を目指しております。

(2）目標とする経営指標

当社グループの最大の目標は収益の向上であります。

① 売上高  6,100 百万円 

② 売上高営業利益率  5.0 ％

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、創業以来迅速かつ正確な情報の把握と意思決定を最重要課題としており、少数精鋭による管理形

態を踏襲してまいります。また、情報化時代及び時代の変化に対応するために基本方針を継続しつつ、経営規模の拡

大を考慮し、管理者層の育成にも努力してまいります。

また、戦略策定機能の強化、お客様重視の体制強化を主眼とした経営体質の質的強化を目的として、経営システム

改革を実施することを決定し、意思決定の迅速化やより一層の事業の効率化を目指します。

(4）会社の対処すべき課題

喫茶業界各社の競争は熾烈さを増し販売価格が低下する等一段と厳しい経営環境となっております。当社グループ

の業績は喫茶等部門の業績により決定される為、喫茶等部門の業績向上の施策は下記のとおりであります。

①出店方式の見直し 

当社グループは以前より取り組んでまいりましたコスト構造の見直し及び改善の効果が出てきているものの、まだ

まだ不十分でありさらに一歩踏み込んだ削減策が必要であると認識しております。

経営施策として当社の特徴である同一地域による集中出店方式の見直しをしてまいりましたが、さらに景気の低迷

による需要の多様化によるその地域における店舗の収益力が低下してまいりました。従いまして、その地域の一部店

舗の閉鎖及び新規業態の開発を含む業態変更をさらに推し進めて収益の向上を図ります。

②顧客満足の追求と収益力の強化

「喫茶室ルノアール」は顧客満足の追求と収益力を強化するために、メニューの再編成や店舗造作のリニューアル

が重要不可欠と考え、フランス調の雰囲気を醸し出すハイクォリティーな店舗を出店計画しております。ただし、　

不採算の店舗については撤退に加え、引き続き新しいイメージで好評の「ニューヨーカーズ・カフェ」への業態変更

等を計画しております。「ニューヨーカーズ・カフェ」は平成13年４月に高田馬場一丁目店をスタートして以来、現

在11店舗が稼動する状況にあります。

当該事業ターゲットは元来、20代～30代の顧客層でありましたが、来店者の動向を調査した結果、その顧客層は30

代～60代以上に至るまで予想以上に幅広くお客様にご来店いただける状況となりました。また、お客様の嗜好調査と

事業経費の見直しを徹底し、当該企業「ニューヨーカーズ・カフェ」は高収益の事業形態をたえず目指します。

なお、「喫茶室ルノアール」から業態変更を行う場合は、全体的な収益構造の改善を目指し、現時点では、「喫茶

室ルノアール」のドミナント出店地域の一部店舗を「ニューヨーカーズ・カフェ」に業態変更する計画であります。

さらに、中価格でフルサービスを提供する事業業態「カフェ・ミヤマ」を平成15年7月に第１号店を出店し、現在11店

舗を稼動しております。

③販売費及び一般管理費の更なる圧縮

当社グループは経営力を強化するために販売費及び一般管理費の抜本的な見直しに着手しており今後更に、販売費

及び一般管理費の削減を推し進める予定であります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

1.現金及び預金 921,697 1,669,073 1,014,289

2.たな卸資産 21,530 18,841 20,592

3.繰延税金資産 738 690 760

4.その他 132,700 141,371 135,290

流動資産合計 1,076,667 20.4 1,829,976 30.3 1,170,933 21.8

Ⅱ　固定資産

1.有形固定資産 ※1

(1)建物 ※3 790,194 884,752 795,399

(2)土地 ※3 704,042 704,042 704,042

(3)その他 98,768 1,593,004 75,045 1,663,840 84,914 1,584,356

2.無形固定資産 2,277 23,262 21,741

3.投資その他の資産

(1)差入保証金及び敷金 2,173,997 2,244,405 2,222,776

(2)その他 ※2 443,820 291,019 365,262

(3)貸倒引当金  △22,692 2,595,125 △6,212 2,529,213 △6,212 2,581,826

固定資産合計 4,190,408 79.6 4,216,316 69.7 4,187,924 78.2

資産合計 5,267,075 100.0 6,046,293 100.0 5,358,858 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.買掛金 63,994 53,848 66,355

2.短期借入金 ※3 70,000 70,000 70,000

3.1年内償還予定社債 ※3 － 200,000 200,000

4.未払法人税等 19,421 198,094 29,899

5.賞与引当金 44,385 44,267 47,266

6.株主優待引当金 － 5,452 10,500

7.その他 ※2 353,552 367,998 243,688

流動負債合計 551,353 10.5 939,661 15.5 667,709 12.5

Ⅱ　固定負債

1.社債 ※3 200,000 － －

2.退職給付引当金 79,352 82,718 77,367

3.役員退職慰労引当金 63,630 74,510 67,380

4.繰延税金負債 41,037 2,128 37,402

5.その他 56,553 86,553 86,673

固定負債合計 440,573 8.3 245,911 4.1 268,824 5.0

負債合計 991,927 18.8 1,185,572 19.6 936,533 17.5

 （純資産の部）       

Ⅰ  株主資本       

1.資本金 771,682 14.7 771,682 12.7 771,682 14.4

2.資本剰余金 1,062,078 20.2 1,062,078 17.6 1,062,078 19.8

3.利益剰余金 2,453,700 46.6 3,003,813 49.7 2,594,135 48.4

4.自己株式 △103,455 △2.0 △71,944 △1.2 △92,031 △1.7

株主資本合計 4,184,005 79.5 4,765,628 78.8 4,335,864 80.9

Ⅱ  評価・換算差額等       

1.その他有価証券評価差額金 59,791 1.1 62,126 1.0 54,496 1.0

評価・換算差額等合計 59,791 1.1 62,126 1.0 54,496 1.0

Ⅲ　少数株主持分 31,351 0.6 32,964 0.6 31,965 0.6

純資産合計 4,275,148 81.2 4,860,720 80.4 4,422,325 82.5

負債純資産合計 5,267,075 100.0 6,046,293 100.0 5,358,858 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,864,751 100.0 2,846,618 100.0 5,716,791 100.0

Ⅱ　売上原価 396,247 13.8 365,562 12.8 769,833 13.5

売上総利益 2,468,503 86.2 2,481,055 87.2 4,946,958 86.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 2,475,834 86.4 2,398,668 84.3 4,839,960 84.6

営業利益又は営業損失
（△）

△7,331 △0.2 82,387 2.9 106,997 1.9

Ⅳ　営業外収益

1.受取利息及び受取配当金 2,301 2,811 3,353

2.その他 40,390 42,691 1.5 54,568 57,379 2.0 89,636 92,989 1.6

Ⅴ　営業外費用

1.支払利息 2,344 2,509 4,743

2.その他 36,346 38,691 1.4 42,529 45,039 1.6 68,529 73,272 1.3

経常利益又は経常損失
（△）

△3,330 △0.1 94,727 3.3 126,714 2.2

Ⅵ　特別利益

1.固定資産売却益 ※3 952 － 964

2.投資有価証券売却益 － 7,019 －

3.立退に伴う受取補償金 ※4 20,000 705,000 29,180

4.積立保険金解約益 － － 22,925

5.退職給付制度改定益 － 20,952 0.7 438 712,458 25.0 － 53,070 0.9

Ⅶ　特別損失

1.固定資産廃棄損 21,885 73,115 28,917

2.投資有価証券売却損 － 8,474 －

3.立退に伴う費用 ※4 － 28,500 －

4.前期損益修正損 2,025 － 2,025

5.役員退職金 25,830 － 25,830

6.減損損失 ※2 43,278 93,019 3.2 75,403 185,493 6.5 44,008 100,781 1.8

税金等調整前中間(当期)純
利益又は純損失(△)

△75,397 △2.6 621,692 21.8 79,002 1.3

法人税、住民税及び事業税 9,310 186,401 19,170

法人税等調整額 △17 9,292 0.3 69 186,470 6.5 △38 19,131 0.3

少数株主利益又は損失(△) △285 △0.0 999 0.0 327 0.0

中間(当期)純利益又は純損
失(△)

△84,405 △2.9 434,222 15.3 59,543 1.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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 (千円) 771,682 1,062,078 2,557,003 △106,003 4,284,760

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当(注）   △18,072  △18,072

中間純損失   △84,405  △84,405

自己株式の取得    △244 △244

自己株式の処分   △825 2,793 1,968

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) 
     

中間連結会計期間中の変動額合

計                 (千円)
－ － △103,303 2,548 △100,754

平成18年9月30日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 2,453,700 △103,455 4,184,005

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

 評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円) 78,418 31,637 4,394,816

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)   △18,072

中間純損失   △84,405

自己株式の取得   △244

自己株式の処分   1,968

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)
△18,627 △285 △18,912

中間連結会計期間中の変動額合

計                 (千円)
△18,627 △285 △119,667

平成18年9月30日 残高 (千円) 59,791 31,351 4,275,148

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30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19年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 2,594,135 △92,031 4,335,864

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △18,163  △18,163

中間純利益   434,222  434,222

自己株式の取得    △406 △406

自己株式の処分   △6,380 20,492 14,112

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) 
     

中間連結会計期間中の変動額合

計                 (千円)
－ － 409,678 20,086 429,764

平成19年9月30日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 3,003,813 △71,944 4,765,628

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

 評価差額金

平成19年3月31日 残高 (千円) 54,496 31,965 4,422,325

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △18,163

中間純利益   434,222

自己株式の取得   △406

自己株式の処分   14,112

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)
7,630 999 8,630

中間連結会計期間中の変動額合

計                 (千円)
7,630 999 438,395

平成19年9月30日 残高 (千円) 62,126 32,964 4,860,720
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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 (千円) 771,682 1,062,078 2,557,003 △106,003 4,284,760

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注）   △18,072  △18,072

当期純利益   59,543  59,543

自己株式の取得    △462 △462

自己株式の処分   △4,338 14,434 10,096

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

(千円)
－ － 37,131 13,972 51,103

平成19年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 2,594,135 △92,031 4,335,864

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

 評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円) 78,418 31,637 4,394,816

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当(注)   △18,072

当期純利益   59,543

自己株式の取得   △462

自己株式の処分   10,096

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
△23,922 327 △23,594

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
△23,922 327 27,509

平成19年3月31日 残高 (千円) 54,496 31,965 4,422,325

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益又は

純損失(△)
△75,397 621,692 79,002

減価償却費 70,189 72,851 148,981

減損損失 43,278 75,403 44,008

長期前払費用償却 9,689 11,595 19,759

退職給付引当金の増減額(△減少額) △3,658 5,350 △5,644

役員退職慰労引当金増減額(△減少

額)
△70,470 7,130 △66,720

賞与引当金増減額(△減少額) 1,338 △2,999 4,219

株主優待引当金の増減額(△減少額) － △5,047 10,500

受取利息及び受取配当金 △2,301 △2,810 △3,353

支払利息 2,344 2,509 4,743

固定資産売却益 △952 － △964

固定資産廃棄損 21,885 73,115 29,050

投資有価証券売却損(純額) － 1,454 －

立退に伴う受取補償金 △20,000 △705,000 △29,180

立退に伴う費用 － 28,500 －

たな卸資産の増減額(△増加額) △673 1,751 263

仕入債務の増減額(△減少額) △2,046 △12,506 314

その他流動資産の増加額 △365 △6,028 △7,576

その他流動負債の増減額(△減少額) 81,091 974 △479

未払消費税等の増減額(△減少額) 10,662 △17,611 21,660

その他固定負債の増減額(△減少額) △310 △120 29,810

その他 12,950 △3,062 73,532

小計 77,254 147,143 351,929

利息及び配当金の受取額 2,378 2,770 3,403

利息の支払額 △2,356 △2,519 △4,778

補償金の受取額 20,000 705,000 29,180

立退に伴う費用の支払額 － △28,500 －

法人税等の支払額 △11,459 △19,139 △11,728

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,816 804,755 368,005
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △16,544 △16,554 △33,632

定期預金の払出による収入 16,540 16,544 33,624

投資有価証券等の取得による支出 △12,563 － △13,544

投資有価証券等の売却による収入 12,000 47,841 12,000

有形固定資産の取得による支出 △174,531 △130,492 △276,862

差入保証金及び敷金の返還による収

入
56,281 48,332 71,374

差入保証金及び敷金の取得による支

出
△11,350 △81,185 △87,081

その他 △11,259 △30,098 △44,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,426 △145,612 △338,858

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入 1,968 14,112 10,096

自己株式の取得による支出 △244 △406 △462

配当金支払額 △17,946 △18,075 △18,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,223 △4,369 △8,392

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額(△減少

額)
△71,833 654,773 20,754

Ⅵ  現金及び現金同等物期首残高 959,902 980,656 959,902

Ⅶ  現金及び現金同等物中間期末（期末）

残高
※1 888,068 1,635,430 980,656
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

当該連結子会社は以下の１社であり

ます。

㈲銀座ルノアール

同　　　左 同　　　左

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　　　左 同　　　左

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

すべての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

同　　　左 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

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

及び評価方法

①有価証券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法 ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）に

よっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)によっ

ております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

商品

最終仕入原価法によっておりま

す。

商品

同　　　左

商品

同　　　左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～41年

その他　　　　　３年～15年

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～41年

その他　　　　　３年～15年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年４

月1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更して

おります。

これにより営業利益、経常利

益および税金等調整前中間純利益

は、それぞれ1,311千円減少して

おります。

(追加情報)

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

これによる営業利益、経常利

益および税金等調整前中間純利益

は、それぞれ4,276千円減少して

おります。

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～41年

その他　　　　　３年～15年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

②無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用)に

ついては,社内における見込利用

可能期間(5年)に基づく定額法に

よっております。

②無形固定資産

同　　　左

②無形固定資産

同　　　左

③長期前払費用

定額法によっております。

 

③長期前払費用

同　　　左

③長期前払費用

同　　　左

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

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。

①貸倒引当金

同　　　左

①貸倒引当金

同　　　左

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため支

給見込額を計上しております。

②賞与引当金

同　　　左

②賞与引当金

同　　　左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

(追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成19年４月１日に適格退

職年金制度から確定拠出年金制度

及び退職一時金制度へ移行し「退

職給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針

第1号)を適用しました。

　本移行に伴い、「退職給付制度

改定益」として、特別利益に438

千円を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

④役員退職慰労引当金

中間連結財務諸表提出会社は、役

員の退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同　　　左

④役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社は、役員の

退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

⑤　　　　────── ⑤株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用に備える

ため、株主優待利用実績に基づい

て、当中間連結会計期間末の翌日

以降に発生すると見込まれる額を

計上しております。

⑤株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用に備える

ため、翌連結会計年度以降に発生

すると見込まれる額を計上してお

ります。

(会計方針の変更)

株主優待費用は、従来、優待券利

用時に営業費用で処理しておりま

したが、株主優待券の利用実績率

の把握が可能となったことから、

当連結会計年度より翌連結会計年

度以降に発生すると見込まれる額

を株主優待引当金として計上する

方法に変更いたしました。

この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ10,500千円減少しております。

なお、下期より株主優待制度の見

直しを行い、利用実績率の把握が

可能となったため、当中間連結会

計期間は従来の方法によっており

ます。従って、当中間連結会計期

間は変更後の方法によった場合に

比べ、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益はそれぞれ

5,250千円多く計上されておりま

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

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同　　　左 同　　　左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

方法は税抜方式を採用しておりま

す。

消費税等の会計処理

同　　　左

消費税等の会計処理

同　　　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ価

値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同　　　左 同　　　左
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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の変更
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)
─────────

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当中間連結会計期間より、「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

計基準第5号　平成17年12月9日)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」（企業会計基準適用指針第8号　平

成17年12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

4,243,796千円であります。

　なお、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。

 

当連結会計年度より、「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

準第5号　平成17年12月9日)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」（企業会計基準適用指針第8号　平成17

年12月9日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,390,360千円であります。

なお、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。
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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
（平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日)

前連結会計年度
（平成19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

2,499,465千円      2,416,169千円        2,536,593千円

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
46,638千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 48,466千円

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
  47,921千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 45,874千円

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
47,760千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 45,139千円

※3担保に供している資産 ※3　　　　　──────── ※3担保に供している資産

建物 31,797千円

土地 261,073千円

計 292,870千円

建物 30,734千円

土地 261,073千円

計 291,807千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

社債 200,000千円

短期借入金 50,000千円

計 250,000千円

 

１年内償還予定社債  200,000千円

短期借入金 50,000千円

計 250,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な項目 ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な項目 ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な項目

  (千円)   (千円)   (千円)

給料手当 938,984

賃借料 771,133

賞与引当金繰入額 44,385

退職給付費用 5,489

役員退職慰労引当金

繰入額
3,700

 

給料手当 902,793

賃借料 733,472

賞与引当金繰入額 44,267

退職給付費用 12,680

役員退職慰労引当金

繰入額
7,130

 

給料手当 1,843,256

賃借料 1,529,384

賞与引当金繰入額 47,266

退職給付費用 12,112

役員退職慰労引当金

繰入額
7,450

株主優待引当金繰入

額
10,500

 

※2.減損損失 ※2.減損損失 ※2.減損損失

当中間連結会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しておりま

す。

当中間連結会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しておりま

す。

当連結会計年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(4店

舗) 

建物 37,086

その他 6,191

計   43,278

 

当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗を基本単位とし

た資産のグルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減少し、当該減少額43,278

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は、

店舗については使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額は零として評

価しております。

 

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(8店

舗) 

建物 64,171

その他 11,231

計   75,403

 

当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗を基本単位とし

た資産のグルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減少し、当該減少額75,403

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は、

店舗については使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額は零として評

価しております。

 

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(4店

舗) 

建物 37,816

その他 6,191

計   44,008

 

当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗を基本単位とし

た資産のグルーピングを行っております。

  営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び時価が著しく下落

した電話加入権については、帳簿価額を回収

可能価額まで減少し、当該減少額44,008千円

を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は、

店舗については使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額は零として評

価しております。

 

※3.固定資産売却益の内訳 ※3.　　　──────────　 ※3.固定資産売却益の内訳

（千円)

建物 952

浜松町2丁目店の店内設備

  

 （千円)

建物 952

浜松町2丁目店の店内設備

その他 12

品川第2店の什器備品

  

※4.　　　──────────　 ※4.立退に伴う受取補償金の内訳 ※4.　　　──────────　

 (千円)

日本橋室町店

ニューヨーカーズ・カフェ

渋谷パルコ横店

マイスペース渋谷パルコ横

店

以上3店舗 705,000

上記に対する費用

立退に伴う費用 28,500

 

㈱銀座ルノアール(9853)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 21 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年4月1日　至平成18月9月30日）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度株式数

（株）

当中間連結会計期間増加株

式数（株）

当中間連結会計期間減少株

式数（株）

当中間連結会計期間末株式

数（株）

発行済株式     

普通株式 6,252,004 － － 6,252,004

合計 6,252,004 － － 6,252,004

自己株式     

普通株式（注1.2） 227,700 500 6,000 222,200

合計 227,700 500 6,000 222,200

（注）1.普通株式の自己株式の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の減少6,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

2.配当に関する事項

配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 18,072 3 平成18年3月31日 平成18年6月30日 
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当中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19月9月30日）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度株式数

（株）

当中間連結会計期間増加株

式数（株）

当中間連結会計期間減少株

式数（株）

当中間連結会計期間末株式

数（株）

発行済株式     

普通株式 6,252,004 － － 6,252,004

合計 6,252,004 － － 6,252,004

自己株式     

普通株式（注1.2） 197,600 800 44,000 154,400

合計 197,600 800 44,000 154,400

（注）1.普通株式の自己株式の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の減少44,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

2.配当に関する事項

配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日

平成19年6月28日

定時株主総会
普通株式 18,163 3 平成19年3月31日 平成19年6月29日 
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前連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19月3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度株式数

（株）

当連結会計年度増加株式数

（株）

当連結会計年度減少株式数

（株）

当連結会計年度末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 6,252,004 － － 6,252,004

合計 6,252,004 － － 6,252,004

自己株式     

普通株式（注1.2） 227,700 900 31,000 197,600

合計 227,700 900 31,000 197,600

（注）1.普通株式の自己株式の増加900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の減少31,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

2.配当に関する事項

配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 18,072 3 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※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

(平成18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 921,697千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△33,628千円

現金及び現金同等物 888,068千円

現金及び預金勘定 1,669,073千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△33,642千円

現金及び現金同等物 1,635,430千円

現金及び預金勘定 1,014,289千円

預入期間が3ヶ月を超える定

期預金
△33,632千円

現金及び現金同等物    980,656千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１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ンス・リース取引

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資産

その他

取得価額相当額 151,541千円

減価償却累計額相当額 131,642千円

中間期末残高相当額 19,899千円

有形固定資産

その他

取得価額相当額    313,170千円

減価償却累計額相当額 152,076千円

中間期末残高相当額 161,094千円

有形固定資産

その他

取得価額相当額    142,350千円

減価償却累計額相当額   137,605千円

期末残高相当額   4,745千円

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

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。

同　　　左 （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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 19,899千円

１年超 －千円

合計 19,899千円

１年内 34,164千円

１年超 126,930千円

合計 161,094千円

１年内    4,745千円

１年超      －千円

合計  4,745千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

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。

同　　　左 （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。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15,154千円

減価償却費相当額 15,154千円

支払リース料 14,471千円

減価償却費相当額 14,471千円

支払リース料    30,308千円

減価償却費相当額  30,308千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 84,037 185,286 101,249

(2)債券

国債・地方債等 47,059 46,638 △420

社債 － － －

(3)その他 － － －

計 131,096 231,924 100,828

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 34,740 99,125 64,384

(2)債券

国債・地方債等 48,049 47,921 △128

社債 － － －

(3)その他 － － －

計 82,790 147,046 64,255

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 84,037 176,220 92,183

(2)債券

国債・地方債等 48,044 47,760 △284

社債 － － －

(3)その他 － － －

計 132,081 223,980 91,899
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

（当中間連結会計期間）（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

（前連結会計年度）（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日)及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、「喫茶

等事業」の単一セグメントのため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日)及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日)及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、海外売

上高がないため、該当事項はありません。

㈱銀座ルノアール(9853)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 27 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 703円80銭

１株当たり中間純損失

金額
14円00銭

１株当たり純資産額 791円75銭

１株当たり中間純利益

金額
71円38銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額
70円45銭

１株当たり純資産額 725円15銭

１株当たり当期純利益

金額
9円87銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額

 

9円68銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失金額が計上されているため

記載しておりません。

 

（注）１株当たり中間(当期)純利益金額又は中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額又は中間

(当期)純損失金額

中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失

(△)(千円)
△84,405 434,222 59,543

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間

(当期)純損失(△)(千円)
△84,405 434,222 59,543

期中平均株式数(株) 6,027,613 6,083,665 6,034,123

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

金額

中間(当期)純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数（株） － 80,191 117,569

(うち新株予約権) (－) (80,191) (117,569)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成14年6月27日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権89個)

 普通株式89千株

平成15年6月27日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権134個)

 普通株式134千株

平成17年6月29日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権300個)

 普通株式300千株

────── ──────
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

1.現金及び預金 874,332 1,618,010 964,669

2.たな卸資産 21,372 18,700 20,432

3.その他 131,124 139,731 133,742

流動資産合計 1,026,830 19.7 1,776,442 29.7 1,118,844 21.1

Ⅱ  固定資産

1.有形固定資産 ※1

(1)建物 ※3 784,518 879,868 790,132

(2)土地 ※3 704,042 704,042 704,042

(3)その他 97,764 74,317 84,069

計 1,586,325 1,658,229 1,578,244

2.無形固定資産 2,277 23,262 21,741

3.投資その他の資産

(1)差入保証金及び敷金 2,163,997 2,234,405 2,212,776

(2)その他 ※2 449,064 296,600 370,674

(3)貸倒引当金  △22,692 △6,212 △6,212

計 2,590,369 2,524,793 2,577,238

固定資産合計 4,178,973 80.3 4,206,285 70.3 4,177,224 78.9

資産合計 5,205,803 100.0 5,982,727 100.0 5,296,068 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ  流動負債

1.買掛金 63,375 53,330 65,704

2.短期借入金 ※3 70,000 70,000 70,000

3.1年内償還予定社債 ※3 － 200,000 200,000

4.未払法人税等 19,201 197,336 29,178

5.賞与引当金 43,700 43,800 46,500

6.株主優待引当金 － 5,452 10,500

7.その他 ※2 350,507 365,277 240,966

流動負債合計 546,784 10.5 935,197 15.6 662,849 12.5

Ⅱ  固定負債

1.社債 ※3 200,000 － －

2.退職給付引当金 79,352 82,718 77,367

3.役員退職慰労引当金 63,630 74,510 67,380

4.繰延税金負債 41,037 2,128 37,402

5.その他 56,553 86,553 86,673

固定負債合計 440,573 8.5 245,911 4.1 268,824 5.1

負債合計 987,358 19.0 1,181,109 19.7 931,673 17.6

（純資産の部）

Ⅰ  株主資本

1.資本金 771,682 14.8 771,682 12.9 771,682 14.6

2.資本剰余金

(1)資本準備金 1,062,078  1,062,078  1,062,078  

資本剰余金合計 1,062,078 20.4 1,062,078 17.8 1,062,078 20.0

3.利益剰余金

(1)利益準備金 88,288  88,288  88,288  

(2)その他利益剰余金

別途積立金 2,351,828  2,351,828  2,351,828  

繰越利益剰余金 △11,768  537,558  128,052  

利益剰余金合計 2,428,348 46.7 2,977,676 49.8 2,568,170 48.5

4.自己株式 △103,455 △2.0 △71,944 △1.2 △92,031 △1.7

株主資本合計 4,158,653 79.9 4,739,491 79.3 4,309,898 81.4

Ⅱ  評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差額金 59,791 1.1 62,126 1.0 54,496 1.0

評価・換算差額等合計 59,791 1.1 62,126 1.0 54,496 1.0

純資産合計 4,218,445 81.0 4,801,618 80.3 4,364,395 82.4

負債純資産合計 5,205,803 100.0 5,982,727 100.0 5,296,068 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ  売上高 2,826,369 100.0 2,806,675 100.0 5,638,012 100.0

Ⅱ  売上原価 392,784 13.9 362,170 12.9 763,047 13.5

売上総利益 2,433,584 86.1 2,444,504 87.1 4,874,964 86.5

Ⅲ  販売費及び一般管理費 2,441,364 86.4 2,364,892 84.3 4,771,169 84.7

営業利益又は営業損失
（△）

△7,780 △0.3 79,612 2.8 103,795 1.8

Ⅳ  営業外収益 ※2 43,418 1.6 58,100 2.1 94,496 1.7

Ⅴ  営業外費用 ※3 38,646 1.4 44,984 1.6 73,181 1.3

経常利益又は経常損失
（△）

△3,007 △0.1 92,727 3.3 125,110 2.2

Ⅵ  特別利益 ※4 20,952 0.7 712,458 25.4 53,070 0.9

Ⅶ  特別損失 ※5.6 93,019 3.3 185,493 6.6 100,781 1.8

税引前中間(当期)純利益又
は純損失(△)

△75,075 △2.7 619,693 22.1 77,399 1.3

法人税、住民税及び事業税 9,090 185,643 18,229

法人税等調整額 － 9,090 0.3 － 185,643 6.6 － 18,229 0.3

中間(当期)純利益又は純損
失(△)

△84,165 △3.0 434,050 15.5 59,169 1.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
 株主資本

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 91,294 2,531,412 △106,003 4,259,168

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当(注）     △18,072 △18,072  △18,072

中間純損失     △84,165 △84,165  △84,165

自己株式の取得       △244 △244

自己株式の処分     △825 △825 2,793 1,968

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

        

中間会計期間中の変動額合
計                   (千円) 

－ － － － △103,063 △103,063 2,548 △100,515

平成18年9月30日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 △11,768 2,428,348 △103,455 4,158,653

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
 評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円) 78,418 4,337,587

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △18,072

中間純損失  △84,165

自己株式の取得  △244

自己株式の処分  1,968

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

△18,627 △18,627

中間会計期間中の変動額合
計                   (千円)

△18,627 △119,142

平成18年9月30日 残高 (千円) 59,791 4,218,445

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30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

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 128,052 2,568,170 △92,031 4,309,898

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △18,163 △18,163  △18,163

中間純利益     434,050 434,050  434,050

自己株式の取得       △406 △406

自己株式の処分     △6,380 △6,380 20,492 14,112

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

        

中間会計期間中の変動額合
計                   (千円) 

－ － － － 409,506 409,506 20,086 429,592

平成19年9月30日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 537,558 2,977,676 △71,944 4,739,491

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
 評価差額金

平成19年3月31日 残高 (千円) 54,496 4,364,395

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △18,163

中間純利益  434,050

自己株式の取得  △406

自己株式の処分  14,112

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

7,630 7,630

中間会計期間中の変動額合
計                   (千円)

7,630 437,223

平成19年9月30日 残高 (千円) 62,126 4,801,618
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 91,294 2,531,412 △106,003 4,259,168

事業年度中の変動額         

剰余金の配当(注）     △18,072 △18,072  △18,072

当期純利益     59,169 59,169  59,169

自己株式の取得       △462 △462

自己株式の処分     △4,338 △4,338 14,434 10,096

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
(千円)

－ － － － 36,757 36,757 13,972 50,730

平成19年3月31日 残高 (千円) 771,682 1,062,078 88,288 2,351,828 128,052 2,568,170 △92,031 4,309,898

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
 評価差額金

平成18年3月31日 残高 (千円) 78,418 4,337,587

事業年度中の変動額   

剰余金の配当(注)  △18,072

当期純利益  59,169

自己株式の取得  △462

自己株式の処分  10,096

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

△23,922 △23,922

事業年度中の変動額合計
(千円)

△23,922 26,807

平成19年3月31日 残高 (千円) 54,496 4,364,395

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　左

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によって算

定）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）に

よっております。

②たな卸資産

商品

最終仕入原価法によっており

ます。

②たな卸資産

商品

同　　　左

②たな卸資産

商品

同　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

　定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）は、定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。

建物　　　　　3年～41年

その他　　　　3年～15年

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　３年～41年

その他　　　　　３年～15年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月1

日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しており

ます。

これにより営業利益、経常利

益および税金等調整前中間純利益

は、1,311千円減少しております。

(追加情報)

法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

これにより営業利益、経常利

益および税金等調整前中間純利益

は、4,214千円減少しております。

①有形固定資産

　定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）は、定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は、次のと

おりであります。

建物　　　　　3年～41年

その他　　　　3年～15年

②無形固定資産

　定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利

用)については、社内における

見込利用可能期間(5年)に基づ

く定額法によっております。

②無形固定資産

同　　　左

②無形固定資産

同　　　左

③長期前払費用

　定額法によっております。

③長期前払費用

同　　　左

③長期前払費用

同　　　左

㈱銀座ルノアール(9853)平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 36 －



項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、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、回収不能額

を計上しております。　　　　

　　

①貸倒引当金

同　　　左

①貸倒引当金

同　　　左

②賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

②賞与引当金

同　　　左

②賞与引当金

同　　　左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き当中間期末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。

(追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行に

伴い、平成19年４月１日に適格退

職年金制度から確定拠出年金制度

及び退職一時金制度へ移行し「退

職給付制度間の移行等に関する会

計処理」(企業会計基準適用指針

第1号)を適用しました。

　本移行に伴い、「退職給付制度

改定益」として、特別利益に438

千円を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同　　　左

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

⑤　　　─────── ⑤株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用に備える

ため、当中間会計期間末の翌日以

降に発生すると見込まれる額を計

上しております。

⑤株主優待引当金

株主優待制度に伴う費用に備える

ため、翌事業年度以降に発生する

と見込まれる額を計上しておりま

す。

(会計方針の変更)

株主優待費用は、従来、優待券利

用時に営業費用で処理しておりま

したが、株主優待券の利用実績率

の把握が可能となったことから、

当事業年度より翌事業年度以降に

発生すると見込まれる額を株主優

待引当金として計上する方法に変

更いたしました。

この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ10,500千円減少しております。

なお、下期より株主優待制度の見

直しを行い、利用実績率の把握が

可能となったため、当中間会計期

間は従来の方法によっております。

従って、当中間会計期間は変更後

の方法によった場合に比べ、営業

利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益はそれぞれ5,250千円

多く計上されております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

同　　　左 同　　　左

５．その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。なお、「仮払消費税等」

及び「仮受消費税等」は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同　　　左 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しており

ます。
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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

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）
───────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間より、「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

第5号　平成17年12月9日）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」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

4,218,445千円であります。

　なお、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、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5

号　平成17年12月9日）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」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

4,364,395千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 
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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
（平成18年9月30日)

当中間会計期間末
（平成19年9月30日)

前事業年度
（平成19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

2,453,483千円 2,369,119千円 2,490,043千円

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

※2前払式証票の規則等に関する法律に基づき

供託している資産

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
46,638千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 47,343千円

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
47,921千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 44,739千円

投資その他の資産「その

他」のうち投資有価証券
47,760千円

上記に対応する債務

流動負債「その他」 44,126千円

※3担保に供している資産 ※3　　　　　─────── ※3担保に供している資産

建物 31,797千円

土地 261,073千円

計 292,870千円

建物 30,734千円

土地   261,073千円

計   291,807千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

社債 200,000千円

短期借入金 50,000千円

計 250,000千円

 

１年内償還予定社債 200,000千円

短期借入金 50,000千円

計    250,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１減価償却実施額 　１減価償却実施額 　１減価償却実施額

有形固定資産 69,339千円

無形固定資産 289千円

有形固定資産   70,674千円

無形固定資産 1,676千円

有形固定資産 146,208千円

無形固定資産 1,646千円

※２営業外収益の主要項目 ※２営業外収益の主要項目 ※２営業外収益の主要項目

受取利息及び受取配

当金
2,301千円

受取家賃 31,936千円

受取利息及び受取配

当金
2,810千円

受取家賃 44,189千円

受取利息及び受取配

当金
3,353千円

受取家賃   64,928千円

※３営業外費用の主要項目 ※３営業外費用の主要項目 ※３営業外費用の主要項目

支払利息 2,344千円

支払家賃 27,069千円

支払利息 2,509千円

支払家賃 37,539千円

支払利息 4,743千円

支払家賃 54,877千円

※４特別利益の主要項目 ※４特別利益の主要項目 ※４特別利益の主要項目

立退に伴う受取補償

金

20,000千円 立退に伴う受取補償

金

705,000千円

投資有価証券売却益 7,019千円

退職給付制度改定益 438千円

立退に伴う受取補償

金

29,180千円

※５特別損失の主要項目

固定資産廃棄損 21,885千円

減損損失 43,278千円

役員退職金 25,830千円

※５特別損失の主要項目

固定資産廃棄損 73,115千円

減損損失 75,403千円

立退に伴う費用 28,500千円

投資有価証券売却損 8,474千円

※５特別損失の主要項目

固定資産廃棄損 28,917千円

減損損失  44,008千円

役員退職金 25,830千円

※６減損損失

当中間会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(4店

舗) 

建物 37,086

その他 6,191

計   43,278

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減少し、当該減少額43,278

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、

店舗については使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額は零として評

価しております。

※６減損損失

当中間会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(8店

舗) 

建物 64,171

その他 11,231

計   75,403

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減少し、当該減少額75,403

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、

店舗については使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額は零として評

価しております。

※６.減損損失

当事業年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

東京都他 
店舗(4店

舗) 

建物 37,816

その他 6,191

計   44,008

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。

  営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減少し、当該減少額44,008

千円を減損損失として特別損失に計上してお

ります。

  なお、当該資産グループの回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッ

シュ・フローに基づく評価額がマイナスであ

るため回収可能価額は零として評価しており

ます。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度株式数（株）
当中間会計期間増加株式数

（株）
当中間会計期間減少株式数

（株）
当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式（注1.2） 227,700 500 6,000 222,200

合計 227,700 500 6,000 222,200

（注）1.普通株式の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の減少6,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

当中間会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度株式数（株）
当中間会計期間増加株式数

（株）
当中間会計期間減少株式数

（株）
当中間会計期間末株式数

（株）

普通株式（注1.2） 197,600 800 44,000 154,400

合計 197,600 800 44,000 154,400

（注）1.普通株式の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の減少44,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 

前事業年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度株式数（株） 当事業年度増加株式数（株）当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

普通株式（注1.2） 227,700 900 31,000 197,600

合計 227,700 900 31,000 197,600

（注）1.普通株式の増加900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の減少31,000株は、ストックオプションの行使による減少であります。 
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１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ンス・リース取引

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

有形固定資産

その他

取得価額相当額 151,541千円

減価償却累計額相当額 131,642千円

中間期末残高相当額 19,899千円

有形固定資産

その他

取得価額相当額 313,170千円

減価償却累計額相当額 152,076千円

中間期末残高相当額 161,094千円

有形固定資産

その他

取得価額相当額 142,350千円

減価償却累計額相当額 137,605千円

期末残高相当額 4,745千円

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

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。

同　　　左 （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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 19,899千円

１年超 －千円

合計 19,899千円

１年内 34,164千円

１年超 126,930千円

合計 161,094千円

１年内  4,745千円

１年超 －千円

合計       4,745千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

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。

同　　　左 （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。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 15,154千円

減価償却費相当額 15,154千円

支払リース料 14,471千円

減価償却費相当額 14,471千円

支払リース料  30,308千円

減価償却費相当額 30,308千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

（有価証券関係）

　前中間会計期間(自平成18年４月１日　至平成18年９月30日)、当中間会計期間(自平成19年４月１日　至平成19年

９月30日)及び前事業年度(自平成18年４月１日　至平成19年３月31日)のいずれにおいても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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 699円60銭

１株当たり中間純損失金額 13円96銭

１株当たり純資産額 787円46銭

１株当たり中間純利益金額 71円35銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
70円42銭

１株当たり純資産額 720円86銭

１株当たり当期純利益金額 9円81銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
9円62銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失金

額が計上されているため記載しておりません。

（注）1株当たり中間(当期)純利益金額又は中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額又は中間

(当期)純損失金額

中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失

(△)(千円)
△84,165 434,050 59,169

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益又は中間

(当期)純損失(△)(千円)
△84,165 434,050 59,169

期中平均株式数(株) 6,027,613 6,083,665 6,034,123

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

金額

中間(当期)純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数(株) － 80,191 117,569

(うち新株予約権) (－) (80,191) (117,569)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成14年6月27日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権89個)

 普通株式89千株

平成15年6月27日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権134個)

 普通株式134千株

平成17年6月29日定時株主総会

決議ストックオプション

(新株予約権300個)

 普通株式300千株

────── ──────
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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