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※当社は前期より、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ヶ月決算となっております。従いまして、平

成19年12月期及び今中間期の対前年中間期増減率については記載しておりません。 

 （百万円未満切捨て）

１．平成20年12月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６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 ％

20年６月中間期 4,824 － 32 － 22 － △36 －

19年９月中間期 4,787 1.4 145 △18.5 133 △16.4 48 4.3

19年12月期 7,317 － 162 － 146 － 106 －

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

20年６月中間期 △5,281 64 － －

19年９月中間期 7,002 55 － －

19年12月期 15,350 25 － －

（参考）持分法投資損益 20年６月期 －百万円 19年９月期 －百万円 19年12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

20年６月中間期 5,506 976 17.7 140,321 75

19年９月中間期 5,399 990 18.3 142,255 69

19年12月期 5,602 1,048 18.7 150,603 38

（参考）自己資本 20年６月期 976百万円 19年９月期 990百万円 19年12月期 1,048百万円

(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

20年６月中間期 78 △181 137 362

19年９月中間期 149 △151 △293 278

19年12月期 236 △258 △224 327

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12月期 － － 5,000 00 5,000 00

20年12月期 (実績)　 － － － －   

20年12月期（予想）　 － － 5,000 00 5,000 00

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 10,000 － 180 － 150 － 10 － 1,436 78

※当社は前期より決算期を毎年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ヶ月決算となっております。従いまして、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　　　　　　　　無

(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） 20年６月中間期 6,960株 19年９月中間期 6,960株 19年12月期 6,960株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年９月中間期 －株 19年12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、23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。

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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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20年１月１日から平成20年６月30日まで）におけるわが国の経済は、米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した金融市場の混乱、原油及び原材料価格の高騰などの懸念により、景気は減速傾向を強めており、

先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　外食産業におきましては、食料品などの相次ぐ値上げで消費者が節約志向を強めており、外食を手控えるムードが

広がりつつあります。また、昨今の食品偽装事件等による食の安全・安心に対する問題や原油高騰に伴う原材料価格

の上昇や人手不足からの人件費の上昇等によるコストアップ等で非常に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、「既存店の業績の向上」「人材育成と人材教育」「食の安全・安心・

健康志向への取り組み」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３月に「天丼てんや上野浅草口店」「てんやおじさんの天ぷら屋台トレッサ横

浜店」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、３店舗の改修を実施いたしました。この結果、

当中間会計期間末における直営店店舗数は122店舗（天丼てんや114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４店舗）、直営店以外の業務提携店舗等は６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4,824,509千円（内、ロイヤリティー収入8,153千円）、経常利益は

22,807千円となりました。特別損失として固定資産除却損22,014千円及び減損損失44,215千円等を計上した結果、中

間当期純損失は36,760千円となりました。

　当社は平成19年12月期において決算期を変更し９ヶ月の変則決算となりました。そのため、前中間会計期間（平成

19年４月１日～平成19年９月30日）と当中間会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日）とは対象期間が異なっ

ているため、前中間会計期間との対前年対比を行っておりません。

②通期見通し

　今後のわが国の経済は、国内外の景気後退懸念の高まりや原油高から派生する物価上昇等で消費者はより節約志向

を強めることが予想されます。

　外食産業におきましては、個人消費の減退や少子高齢化等により同業他社との競争がより一層激化することが予想

されます。

　当社におきましては、落ち込んでいる客数の回復に注力しつつ、店舗及び本部における諸経費の削減、収益の確保

に努めてまいります。下期の出店につきましては３店舗の新規出店を予定しております。通期の業績見通しにつきま

しては、売上高10,000百万円、経常利益150百万円、当期純利益10百万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78,437千円の収入、投資活

動によるキャッシュ・フローが181,792千円の支出となり、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、103,355千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137,736千円の収入となった結果、当中間期末における現金及び現金同等物は、362,230千円と

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、税引前中間純損失45,093千円となり、得られた資金は78,437千円とな

りました。これは、減価償却費127,568千円、固定資産除却損22,014千円、減損損失44,215千円の計上がある一方で未

払費用の減少が83,899千円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）

  当中間会計期間における投資活動の結果、支出した資金は181,792千円となりました。これは、有形固定資産の取得

による支出133,990千円、差入保証金差入による支出が49,460千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、得られた資金は137,736千円となりました。これは短期借入により100,000

千円、長期借入により800,000千円の収入がありましたが、一方で長期借入の約定返済が723,700千円、配当金の支払

いが34,971千円あったこと等によるものであります。 

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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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19年３月期 平成19年12月期 平成20年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 16.1 16.8 18.3 18.7 17.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
58.2 57.4 56.7 55.8 47.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
622.4 508.5 1,075.8 1,389.4 4,415.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
10.1 12.2 5.5 6.1 2.9

 （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。

　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。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ます。

　期末配当金につきましては、中間業績予想の修正、今後の事業環境の不透明感もございますが、現時点で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20年６月末2,824,083千円（総資産に対し51.3%）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除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。

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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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スタッフの確保は重

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。　

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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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。 
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当   
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先
（
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般
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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％） 

　なお、最近の有価証券報告書（平成20年３月28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。 

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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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12月期決算短信（平成20年２月19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。

 

(株)テン コーポレーション（2727）平成 20 年 12 月期中間決算短信(非連結)
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 362,230 327,850

２．営業未収入金 105,564 125,847

３．商品 26,947 33,423

４．貯蔵品 372 543

５．前払費用 104,800 106,795

６．繰延税金資産 25,756 41,292

７．その他 12,206 65,660

８．貸倒引当金 △180 △212

流動資産合計 637,699 11.6 701,201 12.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,750,609 3,772,965

減価償却累計額 △2,068,898 △2,008,582

２．機械及び装置 375,140 395,479

減価償却累計額 △357,792 △374,660

３．器具及び備品 192,991 193,972

減価償却累計額 △164,143 △162,009

計 1,727,906 1,817,163

(2）無形固定資産 8,013 9,604

(3）投資その他の資産

１．長期前払費用 54,127 51,641

２．繰延税金資産 258,284 228,833

３．差入保証金 2,824,083 2,798,583

４．その他 319 299

５．貸倒引当金 △4,368 △4,368

計 3,132,446 3,074,989

固定資産合計 4,868,367 88.4 4,901,757 87.5

資産合計 5,506,067 100.0 5,602,959 100.0
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当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 266,105 331,397

２．短期借入金 600,000 500,000

３．一年以内返済予定の長期借
入金

1,125,613 1,195,261

４．未払金 152,539 226,394

５．未払費用 212,220 297,288

６．未払法人税等  17,454 75

７．未払消費税等 ※１ 18,721 33,100

８．預り金  40,000 38,761

９．その他 6,450 6,196

流動負債合計 2,439,105 44.3 2,628,475 46.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,737,538 1,591,590

２．長期未払金 94,995 98,979

３．退職給付引当金 237,688 223,920

４．長期預り保証金 5,200 5,200

５．その他 14,900 6,594

固定負債合計 2,090,322 38.0 1,926,284 34.4

負債合計 4,529,427 82.3 4,554,759  

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本      

１．資本金  433,800 7.9 433,800 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 3.5 191,120 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 　  97 97

別途積立金  200,000 200,000

繰越利益剰余金  148,351 219,911

利益剰余金合計  351,719 6.4 423,279 7.6

株主資本合計  976,639 17.7 1,048,199 18.7

純資産合計  976,639 17.7 1,048,199 18.7

負債純資産合計  5,506,067 100.0 5,602,959 100.0
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(2）中間損益計算書

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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 4,824,509 100.0 7,317,950 100.0

Ⅱ　売上原価 1,469,311 30.5 2,226,963 30.4

売上総利益 3,355,197 69.5 5,090,986 69.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,323,118 68.9 4,928,678 67.4

営業利益 32,079 0.7 162,308 2.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 18,770 0.4 27,147 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 28,042 0.6 42,917 0.6

経常利益 22,807 0.5 146,538 2.0

Ⅵ　特別利益 ※３ －  933 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 67,900 1.4 105,962 1.4

税引前中間(当期)純利益又は
純損失(△)

△45,093 △0.9 41,508 0.6

法人税、住民税及び事業税 ※７ 5,582 15,007

法人税等調整額 ※７ △13,915 △8,333 △0.2 △80,336 △65,328 △0.9

中間(当期)純利益又は純損失
(△)

△36,760 △0.7 106,837 1.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成20年１月１日　至 平成20年６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

中間会計期間中の変動額

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

中間純利益（千円） － － － － － － △36,760 △36,760 △36,760

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）
－ － － － － － △71,560 △71,560 △71,560

平成20年６月30日　残高

（千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 97 200,000 148,351 351,719 976,639

純資産合計

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,048,199

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） △34,800

中間純利益（千円） △36,760

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）
△71,560

平成20年６月30日　残高

（千円）
976,639
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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）
433,800 191,120 191,120 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

（千円）
－ － － － △293 － 293 － －

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

当期純利益（千円） － － － － － － 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）

（千円）

－ － － － － － － － －

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

（千円）
－ － －

剰余金の配当（千円） － － △34,800

当期純利益（千円） － － 106,837

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

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）中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年６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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税引前中間純損失（当期
純利益）

△45,093 41,508

減価償却費 127,568 199,221

減損損失 44,215 47,814

長期前払費用償却 19,181 23,128

退職給付引当金の増加額 13,767 46,859

貸倒引当金の減少額 △32 △35

受取利息 △1,300 △553

支払利息 25,167 39,344

投資有価証券売却益 － △933

固定資産除却損　 22,014 53,372

売上債権の減少額　
　　　 （△増加額）

20,283 △9,709

棚卸資産の減少額
（△増加額）

6,646 △8,243

前払費用の減少額
（△増加額）

2,585 △2,974

その他の資産減少額 6,376 34,821

その他の負債増加額
（△減少額）

11,872 △6,716

仕入債務の増加額
（△減少額）

△65,291 51,761

未払金の減少額 △39,311 △16,495

未払費用の減少額 △83,899 △45,387

預り金の増加額 1,239 19,015

未払消費税等の増加額
（△減少額）

△4,969 3,086

長期未払金の減少額 △391 －

長期預り保証金の増加額 － 1,000

その他 △3,480 △5,459

小計 57,146 464,428

利息の受取額 1,184 381

利息の支払額 △26,926 △38,786

法人税等の還付額 47,107 －

法人税等の支払額 △75 △189,454

営業活動によるキャッシュ・
フロー

78,437 236,568
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当中間会計期間
（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年６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） 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

△133,990 △214,317

無形固定資産の取得によ
る支出

△700 －

投資有価証券の取得によ
る支出

－ △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　

△49,460 △54,424

差入保証金の返戻による
収入

21,204 47,982

長期前払費用の増加額 △18,846 △46,065

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△181,792 △258,727

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の純増加額 100,000 －

長期借入れによる収入 800,000 900,000

長期借入金の返済による
支出

△723,700 △1,084,279

配当金の支払額 △34,971 △34,777

その他 △3,592 △5,389

財務活動によるキャッシュ・
フロー（△減少額）

137,736 △224,445

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

34,380 △246,605

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

327,850 574,455

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期
末（期末）残高

※１ 362,230 327,850
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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
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）　　　　　──────

 

 

 

(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（評価差額は全部資本直入法

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．固定資産の減価償却の方法 (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。

(1）有形固定資産

同左

(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

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

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

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

　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

生している額を計上しております。
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項目
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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

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

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

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

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

────── （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

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12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。

──────

　２．偶発債務

　Lucky Global Investment Limitedに対

して、取引代金の支払保証を行っておりま

す。　　　　　　　　　

被保証者 金額（千円)

Lucky Global Investment　

Limited 　
5,937

──────　
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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

受取利息 1,300千円

不動産賃貸収入 1,920千円

業務提携料等収入 5,000千円

受取利息    553千円

受取奨励金   9,358千円

不動産賃貸収入   2,880千円

※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

支払利息 25,167千円 支払利息 39,344千円

※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 　

　　　──────     

※４．特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券売却益 933千円

※４．特別損失のうち重要なもの 

固定資産除却損  22,014千円

減損損失 44,215千円

   

固定資産除却損  53,502千円

減損損失 47,814千円

 ※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44,215

千円（建物41,419千円、リース資産2,632千円、その他163

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 44,215

　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。

 ※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。

 

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 125,441千円

無形固定資産 2,127千円

有形固定資産 193,047千円

無形固定資産 6,173千円

※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．    ──────
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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20年１月１日　至 平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末
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 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

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20年３月21日

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

前事業年度（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

 株式の種類
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）

普通株式 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

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
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（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．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

   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

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（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

384,639 215,006 33,384 136,248

器具及
び備品

238,340 93,508 － 144,831

無形固
定資産
（ソフ
トウエ
ア）

77,908 30,630 － 47,278

合計 700,888 339,146 33,384 328,357

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

無形固
定資産
（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   119,177千円

１年超   251,893千円

合計    371,070千円

リース資産減損勘定の残高 

 
   11,942千円

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     69,453千円

リース資産減損勘定の

取崩額 

  3,480千円

減価償却費相当額     62,916千円

支払利息相当額      6,299千円

減損損失     2,632千円

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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②　有価証券

当中間会計期間末（平成20年６月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

前事業年度末（平成19年12月31日）

その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

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。

⑤　ストック・オプション等関係

　該当事項はありません。

⑥　企業結合等関係

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（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  140,321円75銭

１株当たり中間純利益 △5,281円64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。

　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。

  

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 　損益計算書上の当期純利益

      △36,760千円        106,837千円

普通株式に係る中間純利益 　普通株式に係る当期純利益

       △36,760千円       106,837千円

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

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

     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20年１月１日
至　平成20年６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） 636,539 43.5

米、小麦粉等（千円） 367,910 25.2

天ぷら油等食品及び包材食材（千円） 229,774 15.7

カット野菜、チルド食材（千円） 163,107 11.2

酒類、ソフトドリンク類（千円） 65,504 4.5

合計（千円） 1,462,835 100.0

 （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、４月からの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。

（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
当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

店舗売上高（千円） 4,816,355 －

ロイヤリティー等売上高（千円） 8,153 －

合計（千円） 4,824,509 －

  （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、４月からの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。

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20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

期末店舗数
（店）

東京都（千円）  3,350,073 － 69.6 84

埼玉県（千円） 412,664 － 8.6 11

神奈川県（千円） 681,400 － 14.1 16

千葉県（千円） 285,630 － 5.9 9

栃木県（千円） 53,080 － 1.1 1

群馬県（千円） 33,508 － 0.7 1

合計（千円） 4,816,355 － 100.0 122

 （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、４月からの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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