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１．平成19年12月期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 7,317 － 162 － 146 － 106 －

19年３月期 9,702 1.2 373 18.4 340 23.0 110 76.0

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 15,350 25 － － 10.6 2.6 2.2

19年３月期 15,877 95 － － 11.8 5.9 3.8

（参考）持分法投資損益 19年12月期 ― 百万円 19年３月期 ―　　　 百万円

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(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12月期 5,602 1,048 18.7 150,603 38

19年３月期 5,823 975 16.8 140,190 37

（参考）自己資本 19年12月期 1,048百万円 19年３月期 975百万円

(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12月期 236 △258 △224 327

19年３月期 682 △296 △225 574

２．配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 5,000 00 5,000 00 34 31.5 3.7

19年12月期 － － － － － － 5,000 00 5,000 00 34 32.6 3.4

20年12月期（予想） － － － － － － 5,000 00 5,000 00 － 29.0 －

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 4,800 0.3 150 3.3 130 △2.6 40 △17.9 5,747 13

通期 10,000 － 380 － 340 － 120 － 17,241 38

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧下さい。

(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12月期 6,960株 19年３月期 6,960株

②　期末自己株式数 19年12月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益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」をご覧下さい。

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ① 当事業年度の経営成績

　当事業年度におけるわが国の経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善など、緩やかなペー

スでの回復基調が持続いたしました。しかし、原油価格の上昇による物価の上昇やアメリカのサブプライムローン問

題の世界的波及によって景気に翳りが見えはじめております。外食産業におきましては新業態、新規出店攻勢の一方

で少子高齢化など限られたパイの奪い合いによって競合は激しさを増しております。

　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。

　当事業年度は５店舗の出店と１店舗の業態変更、２店舗の閉店を実施いたしました。出店は、９月に「天丼てんや

末広町店」、10月に「てんやおじさんの天ぷら屋台イオンモール羽生店」、11月に「てんやおじさんの天ぷら屋台ア

リオ西新井店」「天丼てんや立川店」、12月に「天丼てんやシャポー船橋店」を出店いたしました。閉店は、「天丼

てんや溝の口ポポロ店」、「天丼てんや大船店」の２店舗を閉店いたしました。なお、「とんかつおりべ神田店」を

12月に「天丼てんや神田店」に業態変更いたしました。直営店以外での新規出店に関しましては、４月にフランチャ

イズ加盟店「天丼てんや御徒町店」、業務提携店として４月に「天丼てんやゆめタウン博多店」、11月に「天丼てん

や新天町店」、12月に「天丼てんや海ほたるパーキングエリア店」の４店舗を出店いたしました。首都圏以外では初

の出店となりました。また、店舗環境の改善のために、５店舗の改修を実施いたしました。この結果、当事業年度末

における直営店店舗数は120店舗（天丼てんや113店舗、天ぷらてんや３店舗、とんかつおりべ１店舗、てんやおじさ

んの天ぷら屋台3店舗）、直営店以外の業務提携店等は６店舗となりました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は7,317,950千円（ロイヤリティー収入10,184千円）、経常利益は146,538

千円、当期純利益は106,837千円となりました。当社は、平成19年６月22日開催の第18回定時株主総会において、決算

期を従来の３月決算から12月決算とする定款の一部変更を決議しました。この経過措置として、当事業年度は平成19

年４月１日から平成19年12月31日までの９ヶ月間の変則決算となっております。このため、当事業年度の業績につき

ましては対前期比較を行っておりません。

② 次期の見通し 

　次期の見通しにつきましては、景気の先行きは国内外ともに不透明な状況にあります。外食産業におきましても少

子高齢化の進行等で市場規模が拡大していくことは考えにくく、厳しい経営環境が続くことが予想されます。このよ

うな経営環境において、当社は下記の課題に迅速に取組み、業績の向上に努めてまいる所存でございます。

ⅰ 既存店業績の向上

　収益力向上、商品力向上、不振店対策、ホスピタリティーの向上、店舗改修等による店舗環境の改善等への取組

みにより既存店の業績向上を目指してまいります。

ⅱ 人材育成と人材教育

　労働集約型の外食産業では、景気回復による従業員不足とそれに伴う労働条件の悪化により定着率低下が顕在化

しております。「お客様満足は、社員スタッフ満足から」をスローガンに人が定着する、人が成長する、人が採用

できる企業になるために、教育システムの向上を図り、人材確保、人材教育に傾注してまいります。

ⅲ 食の安全・安心・健康志向への取組み

　食の安全・安心に関しましては、コンプライアンスを超えた取組みが必要であると考えております。賞味期限・

消費期限を厳守し、トレーサビリティや衛生管理の徹底、カロリー表示・原産地表示・アレルギー表示をホームペー

ジ上に開示し、お客様の安心感、信頼感に繋げてまいります。

ⅳ 出店による収益力の強化

　将来を見据えた収益力の基となる新規出店を、「てんや」の路面展開だけでなく、フードコート内やカウンター

タイプといった新しい立地や業態別に展開を行ってまいります。

ⅴ 新規事業の確立 

　フランチャイズ（FC）展開は、FCフォーマットの検証を行い、国内、海外の多店舗展開に繋げてまいりたいと考

えております。

ⅵ ロイヤルホールディングス株式会社とのコラボレーション

　親会社でもありますロイヤルホールディングス株式会社とは、人事交流、購買・調達構造の多様化、商品開発で

のシナジー効果、共同店舗開発等を含めて様々な施策を推進してまいります。

　以上のような施策から次期の見通しにつきましては、売上高10,000百万円、経常利益340百万円、当期純利益120

百万円を見込んでおります。
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(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）

　当事業年度末における流動資産の残高は、701,201千円（前事業年度末は960,333千円）となり、259,132千円減少

しました。現金及び預金の減少（574,455千円から327,850千円へ246,605千円減）及び繰延税金資産の減少（91,003

千円から41,292千円へ49,711千円減）、前払費用の増加（93,371千円から106,795千円へ13,424千円増）等が当事業

年度に発生したことが大きな要因であります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産の残高は4,901,757千円（前事業年度末は4,863,271千円）となり、38,486千円増

加しました。その増加の主なものは、投資その他の資産が増加（2,925,783千円から3,074,989千円へ149,206千円

増）した一方で、当事業年度において２店舗撤退、４店舗の減損損失の計上等による有形固定資産の減少（1,921,541

千円から1,817,163千円へ104,378千円減）が発生したことによるものです。。 

 　 （流動負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、2,628,475千円（前事業年度末は2,957,109千円）となり、328,634千円

減少しました。この原因の主なものは、一年内返済予定の長期借入金の減少（1,372,802千円から1,195,261千円へ

177,541千円減）、未払法人税等の減少（134,157千円から75千円へ134,082千円減）によるものです。

 　　（固定負債）

 当事業年度末における固定負債の残高は、1,926,284千円（前事業年度は1,890,769千円）となり、35,515千円増加

しました。この要因の主なものは、退職給付引当金の増加（177,060千円から223,920千円へ46,860千円増）による

ものです。 

 　　（純資産）

 当事業年度末における純資産合計の残高は、1,048,199千円（前事業年度は975,725千円）となり、72,474千円増加

しました。その原因の主なものは、当期純利益106,837千円計上によるものです。 

② キャッシュ・フローの状況

　当事業年度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236,568千円の収入、投資活動

によるキャッシュ・フローが258,727千円の支出となり、営業活動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、前事業年度に比べ408,011千円の減少の22,159千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224,445千円の支出となった結果、当事業年度末における現金及び現金同等物

は、前事業年度に比べ246,605千円減少し327,850千円となりました。

　当事業年度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） 

　当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は236,568千円（前事業年度は682,604千円）となりました。

　これは、税引前当期純利益41,508千円には、減価償却費199,221千円、固定資産除却損53,372千円、減損損失47,814

千円の計上があり、また、一方で法人税等の支払189,454千円があっ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）

　当事業年度において投資活動の結果支出した資金は258,727千円（前事業年度の支出は296,752千円）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出214,317千円、差入保証金差入による支出54,424千円に対し、差入保証

金の返戻による収入が47,982千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） 

　当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、224,445千円（前事業年度は225,948千円）となりました。

　これは、長期借入による収入が900,000千円ありましたが、長期借入金の約定返済が1,084,279千円、また配当金

の支払が34,777千円あったこと等によるものです。 
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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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 14.3 15.7 16.8 18.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
43.4 65.4 57.4 55.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
2,359.6 557.0 508.5 1,389.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
2.9 11.6 12.2 6.1

（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・次期の配当

　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。

　なお、当期の配当金につきましては１株当たり5,000円とさせていただく予定であります。また、次期の配当金につ

きましては当期と同額の１株当たり5,000円を見込んでおります。

(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

　当社では賃貸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12月末2,798,583千円（総資産に対し49.9%）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

又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）の集約化に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、最近の原油価格の値上がりの影響による食材原価の上昇が当社の業績に影響を与

え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、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

　当社で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業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑥ 法的規制について

　当社では会社法、金融商品取引法、法人税法等の企業の経営活動に関わる一般的な法令に加え、食品衛生、店舗設

備、労働環境等、店舗の営業に関わる各種法規制や制度の制限を受けております。これらの法的規制が強化された場

合、それに対応するための費用が増加することになり、当社の業績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、直営店舗の他に業務提携店舗（４店舗）、フランチャイズ加盟店舗（２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（店内お召し上がり）、テイクアウト（お

持帰り）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
イ
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ル
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ル 

 

デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
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 

（15.2％） 

丸
紅
株
式
会
社 

（その他の関係会社） 

（親会社） 

（15.0％） 

 （２）関係会社の状況

 　（親会社）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の被所

有割合（％）
関係内容

ロイヤルホール

ディングス株式会

社

（注）１

（注）２

福岡市博多区 13,676
飲食・食品事業等

を営む持株会社 
46.2

役員等の兼任４名

転籍１名

店舗展開に関する

業務提携契約を締

結 

　（その他の関係会社）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業内容

議決権の被所

有割合（％）
関係内容

日清オイリオグ

ループ株式会社

（注）１ 

（注）２

東京都中央区 16,332
植物油脂製造販売

業
15.0 役員の兼任１名 

 丸紅株式会社

（注）１

（注）２ 

東京都千代田区 262,686 総合商社 15.0 役員等の兼任２名 

 （注）１．有価証券報告書を提出しております。

　　　 ２．役員等の兼任では、当社において非常勤役員であり、関係会社において役員、従業員である者を役員等と記載しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は創業より「外食業は人間業」を基本理念に掲げ、多様化・個性化する顧客ニーズに、きめ細かに対応した柔

軟な営業政策の推進により豊かな食生活の一助を担い、社会との共生と貢献を果たす企業を目指しております。今後

もこの基本方針を軸に、より社会との共生に視点を置いた営業活動を進めてまいります。そのためには、お客様中心

主義をより進化させるとともに、大きく変化する社会システムへの対応にも積極的に取組み、同時に事業の拡大とロー

コスト経営の推進により、成長性と収益性を兼備した企業として、当社を取り巻くすべての人たちに貢献することを

進めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主価値の増大に繋がる経営指標として、自己資本当期純利益率（ROE）及び1株当たり当期純利益（EPS）

を重視しております。ROE10%以上の水準を維持し、EPSの増大を図り、株主の皆様のご期待に応えるべく努力してまい

ります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  外食産業の市場環境の悪化は長期にわたり続けておりますが、当社は長期的に継続して成長を続け、お客様に価値

を認めていただき、本当に必要とされる企業でありたいと考えております。このためにも、新しい時代の要請に適応

できるよう、商品、サービス、店舗環境、人材、仕組みを大きく進化させてまいりたいと考えております。

　この目標のために以下のような政策を推進してまいります。

①「てんや」ビジネスの収益力の強化

　　お客様志向の商品・サービスの提供による客数増を図り、収益力を強化する。

②新たなビジネスへの挑戦

　　FC事業（含む海外FC事業）、天ぷらの新業態の開発、外販事業、とんかつ事業の展開を図る。

③ロイヤルホールディングス株式会社とのコラボレーション

　　ロイヤルホールディングス株式会社の幅広い事業領域を活かし、出店戦略等のシナジー効果を進展させる。　

④成長の布石への積極的な投資

　　新規出店による店舗数の拡大、フードコート展開、改修計画、郊外型店舗の実験。

⑤人材確保と人材育成

　　企業の競争の源泉である経営を支える人材の確保と人材の育成の更なる強化を図り、他社との差異化を図る。

(4）会社の対処すべき課題

　今後わが国の経済は、米国経済の減速及び原油価格の動向などで、先行きの不透明感は拭いきれません。外食産業

におきましては、上記の経済環境による消費者心理の冷え込み、原材料費、人件費の高騰等の厳しい経営環境が予想

されます。当社といたしましては、来店客数の増加による業績の向上に注力しつつ、積極的な新規出店による収益力

の強化も進めてまいりたいと考えております。また、親会社でもありますロイヤルホールディングス株式会社との幅

広い分野でのシナジー効果を実現させていきたいと考えております。

(5) 内部管理体制の整備・実施状況

　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」において詳細を記載しておりますので、当該報告書をご覧下さい。　

㈱テンコーポレーション（2727）平成 19 年 12 月決算短信（非連結）

－ 8 －



４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 574,455 327,850

２．営業未収入金 116,138 125,847

３．商品 24,176 33,423

４．貯蔵品 1,546 543

５．前払費用 93,371 106,795

６．繰延税金資産 91,003 41,292

７．その他 59,888 65,660

８．貸倒引当金 △247 △212

流動資産合計 960,333 16.5 701,201 12.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,747,953 3,772,965

減価償却累計額 1,886,389 1,861,563 2,008,582 1,764,382

２．機械及び装置 421,752 395,479

減価償却累計額 394,464 27,287 374,660 20,818

３．器具及び備品 201,341 193,972

減価償却累計額 168,651 32,689 162,009 31,962

有形固定資産合計 1,921,541 33.0 1,817,163 32.4

(2）無形固定資産

１．のれん 7,993 1,998

２．商標権 1,065 886

３．電話加入権 6,887 6,719

無形固定資産合計 15,946 0.3 9,604 0.2
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 6,426 －

２．出資金 377 299

３．長期前払費用 37,772 51,641

４．繰延税金資産 99,085 228,833

５．差入保証金 2,786,488 2,798,583

６．貸倒引当金 △4,368 △4,368

投資その他の資産合計 2,925,783 50.2 3,074,989 54.9

固定資産合計 4,863,271 83.5 4,901,757 87.5

資産合計 5,823,604 100.0 5,602,959 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 279,635 331,397

２．短期借入金 500,000 500,000

３．一年内返済予定の長期借入

金
1,372,802 1,195,261

４．未払金 272,067 226,394

５．未払費用 341,821 297,288

６．未払法人税等 134,157 75

７．未払消費税等 30,013 33,100

８．預り金 19,745 38,761

９．その他 6,866 6,196

流動負債合計 2,957,109 50.8 2,628,475 46.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,598,328 1,591,590

２．長期未払金 104,369 98,979

３．退職給付引当金 177,060 223,920

４．長期預り保証金 4,200 5,200

５．その他 6,812 6,594

固定負債合計 1,890,769 32.4 1,926,284 34.4

負債合計 4,847,879 83.2 4,554,759 81.3
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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 7.5  433,800 7.7

２．資本剰余金        

資本準備金  191,120   191,120   

資本剰余金合計   191,120 3.3  191,120 3.4

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  3,270   3,270   

(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  390   97   

別途積立金  200,000   200,000   

繰越利益剰余金  147,580   219,911   

利益剰余金合計   351,241 6.0  423,279 7.6

株主資本合計   976,161 16.8  1,048,199 18.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   △436 △0.0  －  

評価・換算差額等合計   △436 △0.0  －  

純資産合計   975,725 16.8  1,048,199 18.7

負債純資産合計   5,823,604 100.0  5,602,959 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,702,467 100.0 7,317,950 100.0

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 22,713 24,176

２．当期商品仕入高 2,909,286 2,236,210

合計 2,931,999 2,260,387

３．期末商品棚卸高 24,176 2,907,823 30.0 33,423 2,226,963 30.4

売上総利益 6,794,644 70.0 5,090,986 69.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 6,421,446 66.2 4,928,678 67.4

営業利益 373,197 3.8 162,308 2.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,334 553

２．受取奨励金 2,235 9,358

３．法人税等還付加算金 7 －

４．不動産賃貸収入 4,160 2,880

５．業務提携料等収入  ※２ 10,922   11,706   

６．その他 3,780 22,439 0.2 2,649 27,147 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 54,709 39,344

２．その他 57 54,766 0.5 3,572 42,917 0.6

経常利益 340,870 3.5 146,538 2.0

Ⅵ　特別利益

１．営業補償金 37,540 －

２．投資有価証券売却益 － 933

３．その他 2,927 40,467 0.4 － 933 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 42,697 53,502

２．減損損失  ※４ 123,757 47,814

３．その他 3,586 170,041 1.7 4,645 105,962 1.4

税引前当期純利益 211,296 2.2 41,508 0.6

法人税、住民税及び事業税 134,895 15,007

法人税等調整額 △34,109 100,785 1.1 △80,336 △65,328 △0.9

当期純利益 110,510 1.1 106,837 1.5
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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
（注１）

－ － － － △781 － 781 － －

剰余金の配当（注２） － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

当期純利益 － － － － － － 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）

－ － － － － － － － －

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
（注１）

－ － －

剰余金の配当（注２） － － △34,800

当期純利益 － － 110,510

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△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

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分△390千円及び期末△390千円の取崩であります。 

２．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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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19年３月31日　残高

 （千円）
433,800 191,120 19,120 3,270 390 200,000 147,580 351,241 976,161

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － － － △293 － 293 － －

剰余金の配当 － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

当期純利益 － － － － － － 106,837 106,837 106,837

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）
－ － － － △293 － 72,330 72,037 72,037

平成19年12月31日　残高

 （千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 97 200,000 219,911 423,279 1,048,199

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

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － －

剰余金の配当 － － △34,800

当期純利益 － － 106,837

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

436 436 436

事業年度中の変動額合計

 (千円）
436 436 72,474

平成19年12月31日　残高

 (千円）
－ － 1,048,199
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 211,296 41,508 －

減価償却費 237,151 199,221 －

減損損失 123,757 47,814 －

長期前払費用償却 30,852 24,575 －

退職給付引当金の増加額 11,589 46,859 －

役員退職慰労引当金の減少額 △57,568 － －

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

72 △35 －

受取利息 △1,334 △553 －

支払利息 54,709 39,344 －

投資有価証券売却益 － △933 －

固定資産除却損 37,557 53,372 －

売上債権の増加額 △16,695 △9,709 －

棚卸資産の増加額 △972 △8,243 －

前払費用の減少額(△増加額） 4,249 △4,421 －

その他の資産減少額 2,931 34,821 －

その他の負債減少額 △522 △6,716 －

仕入債務の増加額 5,931 51,761 －

未払金の増加額（△減少額） 81,844 △16,495 －

未払費用の増加額（△減少額） 9,948 △45,387 －

預り金の増加額（△減少額） △1,108 19,015 －

未払消費税等の増加額
（△減少額)

△14,742 3,086 －

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 △2,832 △5,459 －

小計 776,217 464,428  

利息の受取額 899 381 －

利息の支払額 △55,785 △38,786 －

法人税等の支払額 △38,726 △189,454 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー

682,604 236,568 －
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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 △315,937 △214,317 －

投資有価証券の取得による支出 △579 △14 －

投資有価証券売却による収入 － 8,110 －

差入保証金の差入による支出 △33,738 △54,424 －

差入保証金の返戻による収入 74,132 47,982 －

長期前払費用の増加額 △20,629 △46,065 －

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△296,752 △258,727 －

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少額 △300,000 － －

長期借入れによる収入 1,500,000 900,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,379,523 △1,084,279 －

配当金の支払額 △34,709 △34,777 －

その他 △11,715 △5,389 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△225,948 △224,445 －

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 159,904 △246,605 －

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 414,551 574,455 －

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 574,455 327,850 －

（注）平成19年12月期は、９ヶ月決算となっておりますので、対前年比は記載しておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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

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。

その他有価証券

　　　　　　　同左

 

２．棚卸資産の評価基準及び

評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用してお

ります。

同左

３．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：定率法（建物（建物附

属設備を除く）につい

ては定額法）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。

 

(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

(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

４．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

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

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

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基

づき、当期末において発生している額

を計上しております。

(2）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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事業年度において役

員退職慰労金を全額取崩し、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。

　　　　　　――――――― 

 

 

 

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

６．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

７．その他財務諸表作成のた

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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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。

　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。　

 　　　　　　　　　　―――――――

                　　―――――――  （固定資産の減価償却方法の変更） 

　平成19年度の法人税法の改正（「所得税法等の一部を改

正する法律」（平成19年３月30日　法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政令」（平成19年３月30日

　政令第83号））に伴い、当事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）の減価償

却の方法を、改正後の法人税法に基づく方法と同一の方法

に変更しております。

　また、従来、有形固定資産（建物（建物附属設備を除

く）を除く）の減価償却の方法は、定額法によっておりま

したが、当事業年度より、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、また、親会

社との共同出店形態が今後予想されるため、有形固定資産

（建物（建物附属設備を除く）を除く）の減価償却方法を

定率法に変更いたしました。　

　これらの変更により、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、25,478千円減少しております。
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は85.5％、一

般管理費に属する費用の割合は14.5％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は85.2％、一

般管理費に属する費用の割合は14.8％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 2,800,077千円

家賃地代 1,181,192千円

水道光熱費 367,902千円

減価償却費 237,151千円

長期前払費用償却 30,852千円

退職給付費用 82,874千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,534千円

給与手当 2,199,704千円

家賃地代 883,290千円

水道光熱費 274,600千円

減価償却費 199,221千円

長期前払費用償却 23,128千円

退職給付費用 109,810千円

   

※２　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。

業務提携料等収入 4,260千円

※３　固定資産除却損は建物31,048千円、機械及び装置

1,713千円、工具、器具及び備品1,475千円、リース資

産3,319千円、原状回復費5,140千円であります。

※２　　　　　　　―――――――

 

 

  

※３　固定資産除却損は建物50,694千円、機械及び装置

1,213千円、器具及び備品1,464千円、原状回復費130

千円であります。

※４　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

（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５％で割り引いて算定

しております。

※４　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47,814千円（建物43,074千円、リース資産4,571

千円、その他167千円）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

（４店舗）
 建物　他  東京都　他 47,814

　　　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。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数

（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）

発行済株式

普通株式 6,960 － － 6,960

合計 6,960 － － 6,960

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）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22日

定時株主総会
普通株式 34,800 5,000 平成18年３月31日 平成18年６月22日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
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 利益剰余金 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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当事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数

（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）

発行済株式

普通株式 6,960 － － 6,960

合計 6,960 － － 6,960

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）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25日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月21日

定時株主総会
普通株式 34,800 利益剰余金 5,000 平成19年12月31日 平成20年３月24日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※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。

※１　　　　　　　　　同左
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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）

期末残
高相当
額

（千円）

機械及び装置 385,879 227,399 26,180 132,298

器具及び備品 167,378 72,866 ― 94,511

ソフトウエア 56,380 41,867 ― 14,512

合計 609,638 342,134 26,180 241,323

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 392,497 233,163 30,752 128,581

器具及び備品 197,751 84,071 ― 113,680

ソフトウエア 94,008 46,619 ― 47,389

合計 684,257 363,853 30,752 289,651

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　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

　１年内 109,140千円

　１年超 220,773千円

　合計 329,914千円

　リース資産減損勘定の残高 12,791千円

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

　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 

 

　支払リース料 91,887千円

　リース資産減損勘定の取崩額

　

5,459千円

　減価償却費相当額 83,510千円 

　支払利息相当額 7,723千円

　減損損失 4,571千円 

 

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

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
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（有価証券関係）

その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成19年12月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額

（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － －    

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － －    

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 7,163 6,426 △736 － － －

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 7,163 6,426 △736 － － －

合計 7,163 6,426 △736 － － －

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

　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。

当事業年度（平成19年12月31日現在）

　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。
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金及び厚生

年金基金制度を設けております。

　厚生年金基金においては、当社は平成５年７月１日よ

り、複数事業主制度の企業年金である丸紅連合厚生年金

基金に加入しており、当該基金については、当社の拠出

に対する年金資産の額を合理的に計算できないため、要

拠出額を費用処理しております。

　当期末において、掛金拠出割合（平成19年３月分納入

告知額の割合）の方法で按分した年金資産の額は、

1,258,103千円であります。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

 　(1)制度全体の積立状況に関する事項

　　　（平成19年12月31日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,400,229千円

 　(2)制度全体に占める掛金拠出割合

　　　（自平成19年４月１日　至平成19年12月１日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.28％

 

２．退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日現在） ２．退職給付債務に関する事項（平成19年12月31日現在）

（単位：千円）

　退職給付債務 177,060

　退職給付引当金 177,060

（単位：千円）

　退職給付債務 223,920

　退職給付引当金 223,920

（注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用し

ております。

同左

３．退職給付費用の内訳（自平成18年４月１日　至平成19

年３月31日）

３．退職給付費用の内訳（自平成19年４月１日　至平成19

年12月31日）

（単位：千円）

　１．勤務費用 24,144

　２．丸紅連合厚生年金基金へ

の拠出額
58,729

　３．退職給付費用 82,874

（単位：千円）

　１．勤務費用 64,847

　２．丸紅連合厚生年金基金へ

の拠出額
44,962

　３．退職給付費用 109,810

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

(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

（単位：千円）
前事業年度

（平成19年３月31日現在）
当事業年度

（平成19年12月31日現在）
短期繰延税金資産

未払賞与 60,754 26,795
未確定費用概算計上否認額 12,685 12,694
未払事業税否認 13,127 －
未払事業所税 3,822 2,979
その他 613 500

短期繰延税金資産計 91,003 42,969

短期繰延税金負債   
未収還付事業税 － 1,677

短期繰延税金資産純額 91,003 41,292

 
長期繰延税金資産 

長期前払費用償却否認額 3,021 3,794
退職給付引当金 72,063 91,135
役員退職慰労金否認額 24,055 24,055
貸倒引当金 1,777 1,777
減損損失 91,209 99,318
その他 724 11,033

小計 192,852 231,132
評価性引当額 △93,394 △2,111

長期繰延税金資産計 99,458 229,020

長期繰延税金負債
特別償却準備金 268 67
その他 103 120

長期繰延税金負債計 372 187

長期繰延税金資産純額 99,085 228,833

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成19年12月31日現在）

 
法定実効税率 40.7 % 40.7 %
（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 % 1.7 %
住民税均等割等 5.2 % 20.1 %
評価性引当額 1.1 % △219.9 %
その他 △ 0.3 % 0.0 %
   
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.7 % △157.4 %

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 (1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。 

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 岩下善夫 － －
当社代表取

締役会長

（被所有）

直接4.0％
－ －

当社店舗等賃

借契約の連帯

保証（※１）

72,683 － －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）当社が賃借している営業店舗等の賃借契約に対し個人保証をうけております。取引金額には、対象と

なる店舗等の年間賃借料（平成18年４月１日～平成19年３月31日）を記載しております。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

  該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

 (1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。 

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 岩下善夫 － －
当社取締役

会長

（被所有）

直接4.0％
－ －

当社店舗等賃

借契約の連帯

保証（※１）

50,304 － －

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）当社が賃借している営業店舗等の賃借契約に対し個人保証をうけております。取引金額には、対象と

なる店舗等の年間賃借料（平成19年４月１日～平成19年12月31日）を記載しております。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の子会社
ロイヤル西

日本㈱

東京都世

田谷区
100,000 外食産業

－

(－)
なし 店舗展開 業務提携等 6,025 － －

 　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社との業務提携により店舗展開を行っております。業務提携における契約条件は、関連会社、関連外会社

と業界の水準を参考にしております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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

１株当たり純資産額 150,603円38銭

１株当たり当期純利益 　15,350円25銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

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

１株当たり当期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

損益計算書上の当期純利益 110,510千円

普通株式に係る当期純利益 110,510千円

損益計算書上の当期純利益 106,837千円

普通株式に係る当期純利益 106,837千円

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。

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。

普通株式の期中平均株式数 6,960株 普通株式の期中平均株式数 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．生産、受注及び販売の状況
（１）生産実績

該当事項はありません。 　

（２）受注実績 

該当事項はありません。 

（３）仕入実績 

当事業年度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
第19期

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比（％）

（店舗仕入実績）

冷凍水産物及び加工品（千円） 995,433 －

米、小麦粉等（千円） 553,491 －

カット野菜、チルド食材（千円） 206,206 －

天ぷら油等食品及び包材食材（千円） 380,281 －

酒類、ソフトドリンク類（千円） 100,798 －

合計（千円） 2,236,210 －

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．平成19年12月期は、９ヶ月決算となっておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

（４）販売実績 

イ）業態別販売実績 

当事業年度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19期

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比（％）

店舗売上高（千円） 7,307,766 －

ロイヤリティー等売上高（千円） 10,184 －

合計（千円） 7,317,950 －

  （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．平成19年12月期は、９ヶ月決算となっておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

ロ）地域別販売実績

当事業年度の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

地域別
第19期

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

期末店舗数
（店）

東京都（千円）  5,035,214 － 68.9 83

埼玉県（千円） 617,001 － 8.4 11

神奈川県（千円） 1,091,338 － 14.9 15

千葉県（千円） 429,954 － 5.9 9

栃木県（千円） 83,649 － 1.2 1

群馬県（千円） 50,609 － 0.7 1

合計（千円） 7,307,766 － 100.0 120

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．店舗数は直営店舗数を記載しております。

３．平成19年12月期は、９ヶ月決算となっておりますので、対前年同期比は記載しておりません。
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６．役員の異動

（１）代表者の異動

　　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　①新任取締役候補

　　　　取締役　　　　丹羽　茂美　（現　North  Pacific　Seafoods,　INC.　社長）

　  ②新任監査役候補

　　　　常勤監査役　　宮澤　　博　（現　日清ファイナンス株式会社　代表取締役）

　　③退任予定取締役

　　　　取締役　　　　石神　　高

　　④退任予定監査役

　　　　常勤監査役　　村松　　彰

（３）就任予定日

　　　　平成20年３月21日
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