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 （百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期第２四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）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 4,787 1.4 145 △18.5 133 △16.4 48 4.3

18年９月中間期 4,723 △0.3 178 18.8 159 26.6 46 －

19年３月期 9,702  373  340  110  

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 7,002 55 － －

18年９月中間期 6,632 16 － －

19年３月期 15,877 95 － －

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

(2）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 5,399 990 18.3 142,255 69

18年９月中間期 5,647 911 16.1 131,001 77

19年３月期 5,823 975 16.8 140,190 37

（参考）自己資本 19年９月期 990百万円 18年９月期 911百万円 19年３月期 976 万円

(3）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 149 △151 △293 278

18年９月中間期 283 △142 △164 390

19年３月期 682 △296 △225 574

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 － － 5,000 00 5,000 00

19年12月期 (実績） － － －
5,000 00

19年12月期（予想） － 5,000 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年４月１日～平成19年12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 7,400 － 250 － 230 － 70 － 10,057 47

※当社は決算期を毎年３月31日から毎年12月31日へ変更しており、平成19年12月期は９か月決算となっております。従いまして、上記の通期業績

予想は９か月間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）の予想数値であり、対前期増減率については記載しておりません。 
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４．その他

(1）中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、17ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）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 6,960株 18年９月中間期 6,960株 19年３月期 6,960株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①経営成績

　当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）におけるわが国の経済は、好調な企業部門、堅調な設

備投資、雇用情勢の改善等により順調な景気回復を維持しております。しかしながら、個人消費につきましては、原

油高の影響などにより、物価への影響も出始めていることから、先行きは楽観視できない状況にあります。

　外食産業におきましては、依然として市場縮小が止まらない状況の中、外食産業における三大経費とされる食材費、

人件費、賃料の値上がりにより厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の下、当社におきましては、「既存店業績の向上」「人材確保と人材育成」「食の安全・安心・健

康志向への取り組み」「出店による収益力の強化」等の課題に取り組んでまいりました。

当中間会計期間における新規出店は9月に「天丼てんや末広町店」を出店いたしました。閉店につきましては、6月に

溝の口ポポロ店、7月に大船店を閉店いたしました。直営店以外での新規出店につきましては、4月にフランチャイズ

加盟店舗（御徒町店）、業務提携店舗（ゆめタウン博多店）の2店舗を出店いたしました。また、店舗環境の改善のた

めに、4店舗の改修を実施いたしました。この結果、当中間会計期間における直営店店舗数は116店舗（天丼てんや110

店舗、天ぷらてんや3店舗、とんかつおりべ2店舗、てんやおじさんの天麩羅屋台1店舗）、直営店以外の業務提携店舗

等は4店舗となりました。

　以上の結果、当中間会計期間における売上高は新設店舗の売上が寄与し4,787,754千円（ロイヤリティー収入6,436

千円）と前年同期比64,415千円の増収となりました。利益面では、食材原価の上昇及び人件費増により経常利益は

133,435千円と前年同期比26,528千円の減益となりました。特別利益として933千円を計上し、特別損失として固定資

産除却損等53,402千円を計上した結果、中間純利益は48,737千円と前年同期比2,578千円の増益となりました。

②通期見通し

　今後のわが国の経済は、景気の回復基調は続くと思われますが、個人消費につきましては原材料価格の値上げによ

る物価への影響等もあり、先行きは不透明感が見られ、予断の許さない状況であると思われます。

　このような状況の下で、残り３ヶ月（10月～12月）におきましては、引き続き既存店業績の向上に取り組み、当社

の強みである季節商品を積極的に展開することにより、当初計画した売上高を達成することを目標に全力をあげて努

めてまいります。利益面におきましても引き続き経費の節減に努めてまいります。

　以上のような施策から通期見通しにつきましては売上高7,400百万円、経常利益230百万円、当期純利益70百万円を

見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　当中間会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが149,452千円の収入、投資活

動によるキャッシュ・フローが151,496千円の支出となり、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッ

シュ・フローの合計からなるフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ142,579千円減少し2,044千円の支出とな

りました。また、財務活動によるキャッシュ・フローが293,883千円の支出となった結果、当中間期末における現金及

び現金同等物は、前事業年度末にくらべ295,928千円減少し278,527千円となりました。 

　当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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）

  当中間会計期間における営業活動の結果は、税引前中間純利益が80,836千円となり、得られた資金は149,452千円

（前年同期比52.8%)となりました。これは、前中間会計期間と比較して税引前中間純利益が12,891千円減少したこと

及び法人税等の支払額が108,347千円増加したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における投資活動の結果、支出した資金は151,496千円（前年同期は142,548千円の支出）となりま

した。これは有形固定資産の取得による支出が138,643千円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間における財務活動の結果支出した資金は293,883千円（前年同期は164,251千円の支出）となりまし

た。これは短期借入により80,000千円、長期借入により400,000千円の収入がありましたが、一方で長期借入の約定返

済が735,536千円、配当金の支払いが34,755千円あったこと等によるものであります。 
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当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 14.2 15.7 16.1 16.8 18.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
46.0 65.4 58.2 57.4 56.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
6.8 5.6 6.2 5.1 10.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
9.9 11.6 10.1 12.2 5.5

 （注）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：株主時価総額／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

　　　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

　　　※株式時価総額は、期末株価最終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　※有利子負債は、貸借対照表に計上している負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお　

　　　　ります。

　　　※営業キャッシュ・フロー及び支払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

　　　　キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　利益配分につきましては、業績に応じた配分を基本とし、株主の皆様への安定的な利益還元と経営体質の強化を重

要な経営方針の一つと位置付け、今後の事業展開等を勘案して決定することとしております。長期的に安定した配当

を維持するため、利益率の一層の向上に努めたいと考えております。また、内部留保金につきましては、今後予想さ

れる経営環境の変化にも対応できうる企業力の向上に役立ててまいります。

　当期につきましては、期末配当金として1株当たり5,000円を予定しております。 

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、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 差入保証金について

  当社では賃借による出店を基本としております。このため、店舗用建物の契約時に賃貸人に対して保証金を差入れ

ます。差入保証金の残高は、平成19年9月末2,804,735千円（総資産に対し51.9%）であります。当該保証金は、期間満

了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることになっておりますが、賃貸人側の事情等によりその一部ま

たは全額の返還を受けられないことがあります。そこで当社では差入保証金の回収可能性を検討の上、賃貸人の信用

状況などを慎重に考慮し、必要に応じて当該不動産に抵当権設定あるいは貸倒引当金の計上を行いリスクの軽減を図っ

ております。

 　② 食材の市況について

  当社の扱う食材のうち、米、野菜は、天候等の影響による収穫量の変動に伴う市況の変動リスクを負っております。

さらに海外産の冷凍水産物、中でも主用食材である海老については、現地の市況、為替の変動による国内市況変動リ

スクがあります。当社では、産地の分散、仕入窓口（専門商社）の集約化のよるスケールメリット等により、低価格

かつ安定的な購入に努めておりますが、上記諸事情により食材市況が大幅に変動した場合、仕入価格の上昇、食材の

不足等により当社業績が影響を受ける可能性があります。また、原油価格の高騰が長期化した場合には、今後の食材

の調達に様々な影響が出てくる可能性があります。

 　③ 衛生管理について

  当社では、衛生管理に関してはその重要性を充分認識しております。従業員に対しては、教育担当部署を中心に定

期的に研修会、衛生検査を実施しております。また、今期から新に衛生管理室を設け店舗を定期的に巡回し、厳正な

品質管理及び衛生管理を実施しております。

　しかしながら、食中毒等の衛生問題が発生した場合には、営業停止あるいは風評被害等で当社の業績に影響を与え

る可能性があります。
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 　④ 人材確保及び育成について

  当社では直営店方式を基本としております。優秀な店舗従業員の確保、育成及び各店舗で働くパート・アルバイト

の確保は重要な経営課題であります。そのため、求人活動を強化し中途社員の採用や研修制度の充実等人材育成に積

極的に取組んでおりますが、今後当社における出店に応じた人員が確保できない場合には、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。

 　⑤ 金利変動について

  当社は金融機関からの借入金により資金調達し、設備資金等を手当しております。有利子負債は固定金利での調達

でありますが、今後の金利動向は当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
（１）企業集団の事業の内容 

　当社は、天丼・天ぷらを中心とした飲食店「てんや」の多店舗経営を主たる事業としております。直営店舗は１都５

県（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県）を出店エリアとして直営店方式を主体としておりますが、

前事業年度より直営以外の業務提携店舗、フランチャイズ加盟店舗の展開も行っております。

　「てんや」においては、「天丼・天ぷら専門店の大衆化」を基本コンセプトに、高品質の天丼・天ぷらを「清潔な店

舗」、「気持ちのよいサービス」、「お値打ち価格」にてイートイン（店内お召上がり）、テイクアウト（お持ち帰り）

の形態にて消費者に提供しております。

当社の事業系統図は以下のとおりであります。 

 

ロ
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ル
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ル 
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ス
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社 
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オ
グ

ル
ー
プ
株
式
会
社 

当   

社 
販
売
先
（
一
般
顧
客
） 

商品販売 

（46.2％） 

（その他の関係会社） 

（15.0％） 

出資関係 

取引関係 

（15.1％） 

丸
紅
株
式
会
社 

（その他の関係会社） 

（親会社） 

（15.0％） 

　なお、最近の有価証券報告書（平成19年６月25日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略します。 
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３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www,tenya.co.jp

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しているため開示を省略しております。

 

㈱テンコーポレーション（2727）平成 19 年 12 月期第２四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 7 －



４．中間財務諸表
(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 390,835 278,527 574,455

２．営業未収入金 102,292 101,310 116,138

３．商品 22,862 23,423 24,176

４．貯蔵品 2,316 1,382 1,546

５．前払費用 105,333 94,513 93,371

６．繰延税金資産 80,032 79,920 91,003

７．その他 3,166 9,506 59,888

８．貸倒引当金 △155 △163 △247

流動資産合計 706,685 12.5 588,421 10.9 960,333 16.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,748,809 3,706,781 3,747,953

減価償却累計額 △1,865,193 △1,931,387 △1,886,389

２．機械及び装置 438,768 396,419 421,752

減価償却累計額 △405,118 △373,455 △394,464

３．工具、器具及び
備品

207,242 190,504 201,341

減価償却累計額 △173,095 △157,786 △168,651

４．建設仮勘定 8,925 30,597 －

計 1,960,339 1,861,672 1,921,541

(2）無形固定資産 20,202 11,811 15,946

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 7,006 － 6,426

２．長期前払費用 44,110 34,140 37,772

３．繰延税金資産 80,999 102,442 99,085

４．差入保証金 2,832,305 2,804,735 2,786,488

５．その他 387 299 377

６．貸倒引当金 △4,368 △4,368 △4,368

計 2,960,440 2,937,249 2,925,783

固定資産合計 4,940,981 87.5 4,810,733 89.1 4,863,271 83.5

資産合計 5,647,666 100.0 5,399,155 100.0 5,823,604 100.0
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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 246,459 248,400 279,635

２．短期借入金 540,000 580,000 500,000

３．一年以内返済予定
の長期借入金

1,340,902 1,214,662 1,372,802

４．未払金 230,599 191,539 272,067

５．未払費用 325,467 344,960 341,821

６．未払法人税等  64,871 36,383 134,157

７．未払消費税等 ※１ 29,416 49,361 30,013

８．預り金  20,899 22,671 19,745

９．その他 5,861 5,972 6,866

流動負債合計 2,804,476 49.7 2,693,951 49.9 2,957,109 50.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,642,714 1,420,932 1,598,328

２．長期未払金 107,962 100,776 104,369

３．退職給付引当金 170,544 184,198 177,060

４．長期預り保証金 3,200 5,200 4,200

５．その他 6,997 3,997 6,812

固定負債合計 1,931,417 34.2 1,715,104 31.8 1,890,769 32.4

負債合計 4,735,894 83.9 4,409,055 81.7 4,847,879 83.2
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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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  433,800 7.7 433,800 8.0 433,800 7.5

２　資本剰余金  

　資本準備金  191,120 191,120 191,120

資本剰余金合計  191,120 3.4 191,120 3.5 191,120 3.3

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  3,270 3,270 3,270

(2）その他利益剰余
金

    

特別償却準備　
金 　

 781 390 390

別途積立金  200,000 200,000 200,000

繰越利益剰余金  82,838 161,518 147,580

利益剰余金合計  286,891 5.0 365,179 6.8 351,241 6.0

株主資本合計  911,811  990,099 18.3 976,161 16.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 △38  ―  △436 0.0

評価・換算差額等合
計

 △38 0.0 ―  △436 0.0

純資産合計  911,772 16.1 990,099 18.3 975,725 16.8

負債純資産合計  5,647,666 100.0 5,399,155 100.0 5,823,604 100.0
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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 4,723,339 100.0 4,787,754 100.0 9,702,467 100.0

Ⅱ　売上原価 1,397,773 29.6 1,439,477 30.1 2,907,823 30.0

売上総利益 3,325,565 70.4 3,348,277 69.9 6,794,644 70.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,147,155 66.6 3,203,124 66.9 6,421,446 66.2

営業利益 178,410 3.8 145,152 3.0 373,197 3.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 8,724 0.2 17,149 0.4 22,439 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 27,171 0.6 28,865 0.6 54,766 0.5

経常利益 159,963 3.4 133,435 2.8 340,870 3.5

Ⅵ　特別利益  ※３ － － 933 0.0 40,467 0.4

Ⅶ　特別損失
※

４,５
66,236 1.4 53,532 1.1 170,041 1.7

税引前中間(当期）純
利益

93,727 2.0 80,836 1.7 211,296 2.2

法人税、住民税及び
事業税

※７ 52,919 24,671 134,895

法人税等調整額 ※７ △5,351 47,567 1.0 7,426 32,098 0.7 △34,109 100,785 1.1

中間（当期）純利益 46,159 1.0 48,737 1.0 110,510 1.1
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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

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 1,172 200,000 71,088 275,531 900,451

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － － － △390 － 390 － －

剰余金の配当（千円） － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

中間純利益（千円） － － － － － － 46,159 46,159 46,159

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △390 － 11,750 11,359 11,359

平成18年９月30日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 781 200,000 82,838 286,891 911,811

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
652 652 901,104

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － －

剰余金の配当（千円） － － △34,800

中間純利益（千円） － － 46,159

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△691 △691 △691

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△691 △691 10,668

平成18年９月30日　残高

（千円）
△38 △38 911,772
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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

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 390 200,000 147,580 351,241 976,161

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － － － － － － － －

剰余金の配当（千円） － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

中間純利益（千円） － － － － － － 48,737 48,737 48,737

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － － 13,937 13,937 13,937

平成19年９月30日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 390 200,000 161,518 365,179 990,099

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
△436 △436 975,725

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － －

剰余金の配当（千円） － － △34,800

中間純利益（千円） － － 48,737

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

436 436 436

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
436 436 14,374

平成19年９月30日　残高

（千円）
－ － 990,099
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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

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 1,172 200,000 71,088 275,531 900,451

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － － － △781 － 781 － －

剰余金の配当（千円） － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

当期純利益（千円） － － － － － － 110,510 110,510 110,510

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － △781 － 76,492 75,710 75,710

平成19年３月31日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 390 200,000 147,580 351,241 976,161

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
652 652 901,104

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩

（千円）
－ － －

剰余金の配当（千円） － － △34,800

当期純利益（千円） － － 110,510

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

△1,089 △1,089 △1,089

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,089 △1,089 74,620

平成19年３月31日　残高

（千円）
△436 △436 975,725
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

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
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

税引前中間（当期）
純利益

93,727 80,836 211,296

減価償却費 117,417 114,528 237,151

減損損失 40,950 － 123,757

長期前払費用償却 17,566 15,892 30,852

退職給付引当金の増
加額 

5,073 7,138 11,589

役員退職慰労引当金
の減少額

△57,568 － △57,568

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

△20 △84 72

受取利息 △142 △491 △1,334

支払利息 27,131 26,365 54,709

固定資産除却損 24,090 53,402 37,557

売上債権の減少額　
　　　 （△増加額）

△2,849 14,828 △16,695

棚卸資産の減少額
（△増加額）

△428 918 △972

前払費用の減少額
（△増加額）

△7,974 △1,009 4,249

その他の資産減少額 34,374 40,082 2,931

その他の負債増加額
（△減少額） 

－ 11,711 △522

仕入債務の増加額
（△減少額）

△27,244 △31,234 5,931

未払金の増加額（△
減少額）

98,061 △45,857 81,844

未払費用の増加額
（△減少額）

△6,296 3,855 9,948

預り金の増加額（△
減少額）

－ 2,926 △1,108

未払消費税等の増加
額（△減少額）

△15,339 19,347 △14,742

長期未払金の増加額 － － 59,103

長期預り保証金の増
加額 

－ 1,000 1,000

その他 △3,623 △3,708 △2,832

小計 336,905 310,448 776,217

利息の受取額 29 376 899

利息の支払額 △28,041 △27,215 △55,785

法人税等の支払額 △25,810 △134,157 △38,726

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

283,084 149,452 682,604
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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
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

有形固定資産の取得
による支出

△141,141 △138,643 △315,937

有価証券の取得によ
る支出

△460 △14 △579

差入保証金の差入に
よる支出

△10,840 △39,638 △33,738

差入保証金の返戻に
よる収入

14,184 31,970 74,132

長期前払費用の増加
額

△4,289 △12,348 △20,629

その他 － 7,177 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△142,548 △151,496 △296,752

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増加額
（△減少額）

△260,000 80,000 △300,000

長期借入れによる収
入

800,000 400,000 1,500,000

長期借入金の返済に
よる支出

△667,037 △735,536 △1,379,523

配当金の支払額 △34,831 △34,755 △34,709

その他 △2,383 △3,592 △11,715

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△164,251 △293,883 △225,948

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△23,716 △295,927 159,904

Ⅴ　現金及び現金同等物期
首残高

414,551 574,455 414,551

Ⅵ　現金及び現金同等物中
間期末（期末）残高

※１ 390,835 278,527 574,455
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中間財務諸表作成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

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り

算定）を採用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

 　──────

 

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 

　決算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）を採用しておりま

す。 

(2）棚卸資産

　最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

(2）棚卸資産

 同左

(2）棚卸資産

 同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産：定額法を採用し

ております。

なお、耐用年数については法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(1）有形固定資産

主として定率法（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、耐用年数については法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

(会計方針の変更）

　従来、当社の有形固定資産の減価

償却の方法は定額法によっていまし

たが、当中間会計期間より親会社

（ロイヤルホールディングス株式会

社）との会計処理を統一するため、

有形固定資産の減価償却の方法を建

物（建物附属設備を除く）を除き、

従来の定額法から定率法に変更いた

しました。 

　なお、この変更による営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。

 

(1）有形固定資産:定額法を採用し

ております。

 なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(2）無形固定資産：定額法を採用し

ております。

なお、耐用年数については法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(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：均等償却によっ

ております。

なお、償却期間については法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(3）長期前払費用

 同左

(3)長期前払費用

 同左

３．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、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

ａ）一般債権

　貸倒実績率によっております。

ａ）一般債権

 同左

ａ）一般債権

  同左

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権

等

　財務内容評価法によっており

ます。

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権

等

 同左

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権

等

  同左
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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）

(2）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。

(2）退職給付引当金

 同左

(2）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

給付債務の見込額に基づき、当

事業年度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。 
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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）

 (3）役員退職慰労引当金

　　 ──────

 （追加情報）

役員の退職慰労金支給に充てる

ため、内規に基づく要支給額を

計上しておりましたが、平成18

年６月22日開催の定時株主総会

において役員退職慰労金制度の

廃止を決議し、これに伴い役員

退職慰労金に係る内規を廃止い

たしました。

　上記決議に基づき当中間会計

期間において役員退職慰労引当

金を全額取崩し、打ち切り支給

額の未払分59,103千円について

は「長期未払金」に含めて表示

しております。 

(3）役員退職慰労引当金

 　　　　──────

 

 

(3）役員退職慰労引当金

 　　──────

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．中間キャッシュ・フロー

計算書（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

６．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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

 同左

消費税等の会計処理

  同左
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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）

　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

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

911,772千円であります。これによる損益の影

響はありません。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、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、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

 　　　　　　　──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

975,725千円であります。これによる損益の影

響はありません。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、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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表示方法の変更

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）

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間会計期間において区分掲記していた営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他負債減少額」（当中間会計期間△748千円）

及び「預り金の増加額（△減少額）」（当中間会計期間45千円）は重

要性が減少したため、当中間会計期間においては営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

 　　　　　　　　　　　　──────

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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、未払消費税等

として表示しております。

※１．消費税等の取扱い

 同左

　　　　　　──────
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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．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息  142千円

不動産賃貸収入 1,920千円

業務提携料等収入 4,000千円

受取利息 491千円

不動産賃貸収入 960千円

業務提携料等収入 6,627千円

受取利息 1,334千円

受取奨励金 2,235千円

不動産賃貸収入 4,160千円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息 27,131千円 支払利息 26,365千円 支払利息 54,709千円

※３．　　　────── ※３．特別利益のうち重要なもの 　

　

※３．特別利益のうち重要なもの 　

     

       

投資有価証券売却

益 

933千円

       

営業補償金

 

37,540千円 

  

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの 

固定資産除却損 24,090千円

減損損失 40,950千円

固定資産除却損 53,402千円

  

固定資産除却損 42,697千円

減損損失 123,757千円

 ※５．減損損失

　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て資産の

グルーピングを行っております。

　主に収益性が著しく低下した以下の資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額40,950千円（建物36,717

千円、リース資産3,097千円、その他1,135千

円）を減損損失として、特別損失に計上して

おります。

 ※５．減損損失

 　　　　　　 ──────

 ※５．減損損失

  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て資産の

グルーピングを行っております。

　主に収益性が著しく低下した以下の資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額123,757千円（建物

111,840千円、リース資産7,056千円、その他

4,861千円）を減損損失として、特別損失に計

上しております。 

用途 種類 場所
減損損失

（千円）

　店舗

（２店舗）
 建物 他  東京都 他 40,950

用途 種類 場所
減損損失

（千円）

　店舗

（8店舗）
 建物 他  東京都 他 123,757

　資産グループ毎の回収可能額は、固定資産

の使用価値により測定しております。なお、

使用価値については、将来キャッシュ・フロー

を４％で割り引いて算定しております。

 　　　　 　資産グループ毎の回収可能額は、固定資産

の使用価値により測定しております。なお、

使用価値については、将来キャッシュ・フロー

を５％で割り引いて算定しております。 

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 113,281千円

無形固定資産 4,135千円

有形固定資産 110,393千円

無形固定資産 4,134千円

有形固定資産 228,879千円

無形固定資産 8,271千円

※７．税額計算

　中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よる特別償却準備金の取崩しを

前提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しております。

※７．税額計算

同左 

 ※７．    ──────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

１．発行済株式に関する事項

 株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 6,960 － － 6,960

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．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22日

定時株主総会
普通株式 34,800 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月23日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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．現金及び現金同等物の中間期末

　 残高は、中間貸借対照表に掲記

   されている現金及び預金勘定残

   高と同額であります。

※１．         同左 ※１．現金及び現金同等物の期末残高

は、貸借対照表に掲記されてい

る現金及び預金勘定残高と同額

であります。
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①　リース取引

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）

（借手側）　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、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

（借手側）　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、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

（借手側）　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、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及
び装置

437,257 250,267 22,221 164,768

工具、
器具及
び備品

155,745 79,961 － 75,784

無形固
定資産
（ソフ
トウエ
ア）

89,680 52,823 － 36,857

合計 682,684 383,052 22,221 277,410

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械及
び装置

363,143 217,070 26,180 119,892

工具、
器具及
び備品

191,598 75,032 － 116,566

無形固
定資産
（ソフ
トウエ
ア）

71,895 43,426 － 28,468

合計 626,637 335,529 26,180 264,927

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
(千円)

機械及
び装置

385,879 227,399 26,180 132,298

工具、
器具及
び備品

167,378 72,866 － 94,511

無形固
定資産
（ソフ
トウエ
ア）

56,380 41,867 － 14,512

合計 609,638 342,134 26,180 241,323

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　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等

　　　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等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内   111,450千円

１年超 200,611千円

合計  312,062千円

リース資産減損勘定の残高 

 
12,858千円

１年内 103,424千円

１年超 197,291千円

合計  300,716千円

リース資産減損勘定の残高 

 
9,969千円

１年内 98,093千円

１年超 179,790千円

合計  277,884千円

リース資産減損勘定の残高 

 
13,678千円

(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、支払利息相当額及び

減損損失

(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、支払利息相当額及び

減損損失

(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、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 66,480千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

2,920千円

減価償却費相当額 60,250千円

支払利息相当額 5,262千円

減損損失 3,097千円

支払リース料 60,806千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

3,708千円

減価償却費相当額 55,186千円

支払利息相当額 5,064千円

  

支払リース料 115,656千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

6,059千円

減価償却費相当額 104,974千円

支払利息相当額 9,361千円

減損損失 7,056千円

(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

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 7,045 7,006 △38

合計 7,045 7,006 △38

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度末（平成19年３月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 7,163 6,426 △736

合計 7,163 6,426 △736

③　デリバティブ取引

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　持分法損益等

　該当事項はありません。
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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  131,001円77銭

１株当たり中間純利

益
 6,632円16銭

１株当たり純資産額 142,255円69銭

１株当たり中間純利

益
7,002円55銭

１株当たり純資産額 140,190円37銭

１株当たり当期純利

益

 

15,877円95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、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 同左 

   

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり中間純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎

中間損益計算書上の中間純利益 中間損益計算書上の中間純利益 　損益計算書上の当期純利益

      46,159千円 48,737千円 110,510千円

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 　普通株式に係る当期純利益

      46,159千円 48,737千円 110,510千円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。 　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数

     6,960株 6,960株 6,960株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
（１）仕入実績 

当中間会計期間の仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

区分
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）

構成比（％）

（店舗仕入実績）

冷凍水産物、畜産物及び加工品（千円） 662,780 46.1

米、小麦粉等（千円） 374,299 26.0

カット野菜、チルド食材（千円） 150,994 10.5

天ぷら油等食品及び包材食材（千円） 181,593 12.6

酒類、ソフトドリンク類（千円） 69,055 4.8

合計（千円） 1,438,724 100.0

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）販売実績

①業態別販売実績

 当中間会計期間の販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業態別
第18期

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

店舗売上高（千円） 4,781,317 101.2

ロイヤリティー等売上高（千円） 6,436 －

合計（千円） 4,787,754 101.4

  （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②地域別販売実績 

当中間会計期間の店舗売上高を地域別に示すと、次のとおりであります。 

地域別
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）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

期末店舗数
（店）

東京都（千円）  3,281,095 100.5 68.6 81

埼玉県（千円） 394,230 113.6 8.3 10

神奈川県（千円） 734,719 99.9 15.4 15

千葉県（千円） 279,598 98.5 5.8 8

栃木県（千円） 56,952 101.8 1.2 1

群馬県（千円） 34,721 97.8 0.7 1

合計（千円） 4,781,317 101.2 100.0 116

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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