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

（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 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 9,819 ― 59 ― 52 ― △180 ―

19年12月期 7,317 ― 162 ― 146 ― 106 ―

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 ％ ％ ％

20年12月期 △25,906.14 ― ― 1.0 0.6
19年12月期 15,350.25 ― 10.2 2.6 2.2

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

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12月期 5,264 833 15.8 119,697.24
19年12月期 5,602 1,048 18.7 150,603.38

（参考） 自己資本   20年12月期  833百万円 19年12月期  1,048百万円

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12月期 352 △278 △177 224

19年12月期 236 △258 △224 327

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 第2四半期末 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12月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00 34 32.6 3.4

20年12月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00 34 ― 3.7

21年12月期 
（予想）

― ― ― 5,000.00 5,000.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 4,800 △0.5 35 9.4 15 △31.8 10 ― 1,436.78
通期 9,700 △1.2 190 220.0 150 188.5 60 ― 8,620.69
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  6,960株 19年12月期  6,960株

② 期末自己株式数 20年12月期  ―株 19年12月期  ―株

※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（平成20年１月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、世界の金融市場の危機を契機に世

界的な景気後退が見られる中で、企業収益の減少や雇用情勢が急速に悪化するなど非常に厳しい状況となりました。

　外食産業におきましては、実体経済の後退が明らかになるにつれ、節約志向が強まっていることによる内食回帰、

外食離れが進行していることや、事故米やメラミン混入等の食の安全を揺るがす問題の発生等外食企業にとっては厳

しい経営環境となりました。

　このような状況の中で、当社におきましては、「既存店の業績向上」「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。

　当事業年度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」10月に「天丼てんや御茶ノ水店」「天丼てんや大船店」、11月に「天丼てんや竹ノ塚店」の５店舗を出店いたし

ました。閉店は９月に駅前再開発により「天丼てんや江古田店」を閉店いたしました。また、７月に海外第１号店と

して中国上海にFC店「天丼てんや上海大世界店」を出店いたしました。この結果、当事業年度末における直営店店舗

数は124店舗（天丼てんや116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等は７店舗となりました。

　営業施策につきましては来店客数の増加のために、旬の食材を使った季節天丼や季節のうどんセット、小天丼と小

うどんのセットメニュー等の導入他、様々な施策に取り組んでまいりましたが、日本経済、外食産業を取り巻く環境

は非常に厳しく、当社の当事業年度の業績は以下の結果となりました。

　当事業年度の売上高は9,819,187千円（内、ロイヤリティー収入等16,793千円）、利益面につきましては、油を中心

とした食材の仕入価格上昇等や外食産業における慢性的な人員不足の影響により、店舗従業員の人員確保による募集

費や基本時給の上昇等によるコスト増が負担となり、営業利益は59,712千円、経常利益は52,705千円となりました。

また、特別損失として閉鎖店舗の固定資産除却や収益改善の見通しが困難な不採算店舗を来期閉鎖し、構造改革に着

手する為、不採算店舗の減損処理により271,363千円を計上した結果、当期純損失は272,574千円となりました。なお、

当社は前期に決算期の変更を行った為、前年同期比に関しましては記載しておりません。

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は、駅前立地を基本として採算性を重視し、慎重に選別して店舗展開

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、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9,700百万円、経常利益150百万円、当期純利益60百

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、556,821千円（前事業年度末は701,201千円）となり、144,380千円減少

しました。現金及び預金の減少（327,850千円から224,027千円へ103,822千円減）及び繰延税金資産の減少（41,292

千円から29,478千円へ11,814千円減）、前払費用の増加（106,795千円から114,389千円へ7,593千円増）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4,708,068千円（前事業年度末は4,901,757千円）となり、193,689千円減

少しました。その減少の主なものは、投資その他の資産が増加（3,074,989千円から3,212,396千円へ137,407千円

増）した一方で、当事業年度において１店舗撤退、店舗の減損損失の計上等による有形固定資産が減少（1,817,163

千円から1,484,745千円へ332,418千円減）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、2,588,495千円（前事業年度末は2,628,475千円）となり、39,979千円

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（1,195,261千円から1,085,608千円へ

109,653千円減）、短期借入金の増加（500,000千円から600,000千円へ100,000千円増）、未払法人税等の増加（75

千円から16,724千円へ16,648千円増）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、1,843,301千円（前事業年度は1,926,284千円）となり、82,983千円減少

しました。この要因の主なものは、長期借入金の減少（1,591,590千円から1,465,101千円へ126,489千円減）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、833,092千円（前事業年度は1,048,199千円）となり、215,106千円減

少しました。その原因の主なものは、当期純損失180,306千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352,969千円の収入、投資活動

によるキャッシュ・フローが278,807千円の支出となり、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96,320千円の増加の74,161千円となりました。また、財務活

動によるキャッシュ・フローが177,983千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103,822千円減少し224,027千円となりました。

　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352,969千円（前事業年度は236,568千円）となりました。

　これは、税引前当期純損失272,574千円には、減価償却費252,668千円、固定資産除却損43,028千円、減損損失

271,363千円の計上があり、また、一方で、法人税等の還付47,107千円、法人税等の支払14,298千円があったこと等

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278,807千円（前事業年度の支出は258,727千円）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出220,726千円、差入保証金差入による支出81,460千円に対し、差入保証

金の返戻による収入が56,288千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、177,983千円（前事業年度は224,445千円）となりました。

　これは、長期借入による収入が1,100,000千円、短期借入による収入が100,000千円ありましたが、長期借入金の

約定返済が1,336,142千円、また配当金の支払が34,656千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18年３月期 平成19年３月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率（％） 15.7 16.8 18.7 15.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
65.4 57.4 55.8 46.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
57.0 508.5 1,389.4 892.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
11.6 12.2 6.1 6.6

（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20年12月末2,817,256千円（総資産に対し53.5% ）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、賃貸借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、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。 
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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（国内２店舗・海外１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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ー
ル 

 

デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

日
清
オ
イ
リ
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%以上の水準を目指し、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、業務の効率化による収益力の強

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 20 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12月31日）

当事業年度
（平成20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 327,850 224,027

２．営業未収入金 125,847 128,226

３．商品 33,423 35,901

４．貯蔵品 543 1,614

５．前払費用 106,795 114,389

６．繰延税金資産　 41,292 29,478

７．その他 65,660 23,398

８．貸倒引当金 △212 △216

流動資産合計 701,201 12.5 556,821 10.6

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 3,772,965 3,614,245

減価償却累計額 2,008,582 1,764,382 2,164,847 1,449,397

２．機械及び装置 395,479 372,539

減価償却累計額 374,660 20,818 358,090 14,449

３．器具及び備品 193,972 191,459

減価償却累計額 162,009 31,962 170,560 20,898

有形固定資産合計 1,817,163 32.4 1,484,745 28.2

(2）無形固定資産

１．のれん 1,998 －

２．商標権 886 1,311

３．電話加入権 6,719 6,211

４．その他　 － 3,402

無形固定資産合計 9,604 0.2 10,926 0.2
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前事業年度
（平成19年12月31日）

当事業年度
（平成20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．出資金 299 319

２．長期前払費用 51,641 50,105

３．繰延税金資産 228,833 349,083

４．差入保証金 2,798,583 2,817,256

５．貸倒引当金 △4,368 △4,368

投資その他の資産合計 3,074,989 54.9 3,212,396 61.0

固定資産合計 4,901,757 87.5 4,708,068 89.4

資産合計 5,602,959 100.0 5,264,889 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 331,397 334,377

２．短期借入金 500,000 600,000

３．一年内返済予定の長期借入

金
1,195,261 1,085,608

４．未払金 226,394 226,053

５．未払費用 297,288 246,228

６．未払法人税等 75 16,724

７．未払消費税等 33,100 30,947

８．預り金 38,761 35,332

９．その他 6,196 13,223

流動負債合計 2,628,475 46.9 2,588,495 49.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 1,591,590 1,465,101

２．長期未払金 98,979 93,198

３．退職給付引当金 223,920 245,997

４．長期預り保証金 5,200 5,200

５．その他 6,594 33,804

固定負債合計 1,926,284 34.4 1,843,301 35.0

負債合計 4,554,759 81.3 4,431,796 84.2
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前事業年度
（平成19年12月31日）

当事業年度
（平成20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 7.7  433,800 8.2

２．資本剰余金        

資本準備金  191,120   191,120   

資本剰余金合計   191,120 3.4  191,120 3.6

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   －   

別途積立金  200,000   200,000   

繰越利益剰余金  219,911   4,902   

利益剰余金合計   423,279 7.6  208,172 4.0

株主資本合計   1,048,199 18.7  833,092 15.8

純資産合計   1,048,199 18.7  833,092 15.8

負債純資産合計   5,602,959 100.0  5,264,889 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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 7,317,950 100.0 9,819,187 100.0

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 24,176 33,423

２．当期商品仕入高 2,236,210 2,993,657

合計 2,260,387 3,027,081

３．期末商品棚卸高 33,423 2,226,963 30.4 35,901 2,991,179 30.5

売上総利益 5,090,986 69.6 6,828,008 69.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,928,678 67.4 6,768,295 68.9

営業利益 162,308 2.2 59,712 0.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 553 1,683

２．受取奨励金 9,358 14,191

３．不動産賃貸収入 2,880 3,840

４．業務提携料等収入  11,706   5,412   

５．その他 2,649 27,147 0.4 21,812 46,939 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 39,344 51,061

２．その他 3,572 42,917 0.6 2,885 53,946 0.5

経常利益 146,538 2.0 52,705 0.5

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 933 933 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 53,502 44,382

２．減損損失  ※３ 47,814 271,363

３．その他 4,645 105,962 1.4 9,533 325,279 3.3

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 41,508 0.6 △272,574 △2.8

法人税、住民税及び事業税 15,007 16,167

法人税等調整額 △80,336 △65,328 △0.9 △108,435 △92,267 △1.0

当期純利益又は
当期純損失（△）

106,837 1.5 △180,306 △1.8

㈱テンコーポレーション（2727）平成 20 年 12 月決算短信（非連結）

－ 12 －



(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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）
433,800 191,120 191,120 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 － － － － △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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当事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － － － △97 － 97 － －

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

当期純損失 － － － － － － △180,306 △180,306 △180,306

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）
－ － － － △97 － △215,009 △215,106 △215,106

平成20年12月31日　残高

 （千円）
433,800 191,120 191,120 3,270 － 200,000 4,902 208,172 833,092

純資産合計

平成19年12月31日　残高

 （千円）
1,048,199

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

当期純損失 △180,306

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）
△215,106

平成20年12月31日　残高

 (千円）
833,092
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△）

41,508 △272,574

減価償却費 199,221 252,668

減損損失 47,814 271,363

長期前払費用償却 23,128 37,585

退職給付引当金の増加額 46,859 22,077

貸倒引当金の増加額（△減少額） △35 4

受取利息 △553 △1,683

支払利息 39,344 51,061

投資有価証券売却益 △933 －

固定資産除却損 53,372 43,028

売上債権の増加額 △9,709 △2,379

棚卸資産の増加額 △8,243 △3,549

前払費用の増加額 △2,974 △6,855

その他の資産減少額（△増加額） 34,821 △2,419

その他の負債増加額（△減少額） △6,716 11,724

仕入債務の増加額 51,761 2,979

未払金の増加額（△減少額） △16,495 18,904

未払費用の減少額 △45,387 △49,660

預り金の増加額（△減少額） 19,015 △3,428

未払消費税等の増加額 3,086 10,543

長期未払金の増加額 － △391

長期預り保証金の増加額  1,000 －

その他 △5,459 △7,090

小計 464,428 371,909

利息の受取額 381 1,450

利息の支払額 △38,786 △53,199

法人税等の還付額　 － 47,107

法人税等の支払額 △189,454 △14,298

営業活動によるキャッシュ・
フロー

236,568 352,969
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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 △214,317 △220,726

無形固定資産の取得による支出　 － △4,200

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 △54,424 △81,460

差入保証金の返戻による収入 47,982 56,288

長期前払費用の増加額 △46,065 △28,709

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△258,727 △278,807

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 － 100,000

長期借入れによる収入 900,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,084,279 △1,336,142

配当金の支払額 △34,777 △34,656

その他 △5,389 △7,185

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△224,445 △177,983

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △246,605 △103,822

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 574,455 327,850

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 ※１ 327,850 224,027
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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。

―――――――　

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

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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は85.2％、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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は86.6％、一

般管理費に属する費用の割合は13.4％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 2,199,704千円

地代家賃 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

   

給与手当 3,089,462千円

地代家賃 1,235,936千円

水道光熱費 383,312千円

減価償却費 252,668千円

長期前払費用償却 28,749千円

退職給付費用 66,030千円

   

※２　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。

※２　固定資産除却損は建物41,879千円、機械及び装置　

　 888千円、器具及び備品259千円、原状回復費1,353

　 千円であります。

※３　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。

※３　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271,363千円（建物242,224千円、リース資産

28,631千円、その他507千円）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

（19店舗）
 建物　他  東京都　他 271,363

　　　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。
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（株主資本等変動計算書関係）

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

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
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当事業年度（自 平成20年１月１日　至 平成20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

(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21年３月24日

定時株主総会
普通株式 34,800 利益剰余金 5,000 平成20年12月31日 平成21年３月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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 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

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 374,700 197,872 59,383 117,444

器具及び備品 234,845 115,603 ― 119,241

ソフトウエア 77,908 37,606 ― 40,302

合計 687,454 351,082 59,383 276,989

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 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

　１年内 115,251千円

　１年超 230,478千円

　合計 345,729千円

　リース資産減損勘定の残高 34,331千円

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 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 

 

　支払リース料 137,279千円

　リース資産減損勘定の取崩額

　

7,090千円

　減価償却費相当額 125,048千円 

　支払利息相当額 12,089千円

　減損損失 28,631千円 

 

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

該当事項はありません。　

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（平成20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。

（企業結合等関係）

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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20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。

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31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.28％

　 (3)補足説明　

―――――――  

 　(1)制度全体の積立状況に関する事項

　　　（平成20年12月31日現在）

　　　年金資産の額　　　　　　　　　　27,395百万円

　　　年金財政計算上の給付債務の額　　27,170百万円

　　　差引額　　　　　　　　　　　　　 　224百万円

 　(2)制度全体に占める掛金拠出割合

　　　（自平成20年１月１日　至平成20年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.27％

　 (3)補足説明　

　上記金額の(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算

上の過去勤務債務残高2,025百万円、別途積立金5,573百

万円及び年金財政上の資産評価を数理的評価方式として

いることによる資産評価調整加算額3,324百万円であり

ます。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20

年の元利均等償却であります。万一、繰越不足金発生の

場合は財政再計算に基づき必要に応じて特別掛金を引き

上げる等の方法により処理されることになります。

　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められてた掛金

率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定され

るため、上記(2)の割合は実際の負担割合とは一致して

おりません。　

２．退職給付債務に関する事項（平成19年12月31日現在） ２．退職給付債務に関する事項（平成20年12月31日現在）

（単位：千円）

　退職給付債務 223,920

　退職給付引当金 223,920

（単位：千円）

　退職給付債務 245,997

　退職給付引当金 245,997

（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。

（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。

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）

３．退職給付費用の内訳（自平成20年１月１日　至平成20

年12月31日）

（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

（単位：千円）

　１．勤務費用 26,482

　２．丸紅連合厚生年金基金へ

の拠出額
39,548

　３．退職給付費用 66,030

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
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（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12月31日現在）
当事業年度

（平成20年12月31日現在）
短期繰延税金資産

未払賞与 26,795 －
未確定費用概算計上否認額 12,694 13,993
未払事業税否認 － 4,774
未払事業所税 2,979 3,984
その他 500 6,726

短期繰延税金資産計 42,969 29,478

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 41,292 29,478

 
長期繰延税金資産 

長期前払費用償却否認額 3,794 4,220
退職給付引当金 91,135 100,120
役員退職慰労金否認額 24,055 23,895
貸倒引当金 1,777 1,777
減損損失 99,318 195,734
その他 11,033 25,491

小計 231,132 351,240
評価性引当額 △2,111 △2,013

長期繰延税金資産計 229,020 349,226

長期繰延税金負債
特別償却準備金 67 －
その他 120 143

長期繰延税金負債計 187 143

長期繰延税金資産純額 228,833 349,083

(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12月31日現在）

当事業年度
（平成20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 1.7 % 2.2 %
住民税均等割等 20.1 % 4.1 %
評価性引当額 △219.9 % 0.0 %
その他 0.0 % 0.6 %
   
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △157.4 % △33.9 %

（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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当事業年度（自平成20年１月１日　至平成20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）

46,574 － －

　（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20年1月１日～平成20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 116 － －

 　（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。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

当事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

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

１株当たり純資産額 119,697円24銭

１株当たり当期純損失 25,906円14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株当たり当期純損失の算定上の基礎

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

損益計算書上の当期純損失 180,306千円

普通株式に係る当期純損失 180,306千円

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20期

（自　平成20年１月１日
至　平成20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） 1,297,442 －

米、小麦粉等（千円） 770,331 －

カット野菜、チルド食材（千円） 315,301 －

天ぷら油等食品及び包材食材（千円） 468,564 －

酒類、ソフトドリンク類（千円） 142,018 －

合計（千円） 2,993,657 －

（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20期

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

店舗売上高（千円） 9,802,394 －

ロイヤリティー等売上高（千円） 16,793 －

合計（千円） 9,819,187 －

  （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
第20期

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比
（％）

構成比
（％）

期末店舗数
（店）

東京都（千円）  6,801,632 － 69.4 85

埼玉県（千円） 820,958 － 8.4 11

神奈川県（千円） 1,415,518 － 14.4 17

千葉県（千円） 592,626 － 6.0 9

栃木県（千円） 106,097 － 1.1 1

群馬県（千円） 65,560 － 0.7 1

合計（千円） 9,802,394 － 100.0 124

（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

　　　代表取締役社長　　高波　誠一郎　（現　株式会社井上フードビジネスコンサルタンツ勤務）

　    退　　　　　任　　佐伯　崇司　　（現　代表取締役社長）

（２）その他の役員の異動

　　①新任取締役候補

　　　取締役営業本部長　村上　庸彦　　（現　執行役員営業本部長）

　　　取締役　　　　　　大野　晨生　　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役事業統括本部長）

　　　取締役　　　　　　高岡　淑雄　　（現　ロイヤルホールディングス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務執行役員事業統括本部副本部長）　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　取締役　　　　　　吉田　禎之　　（現　日清オイリオグループ株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役業務用事業部長）

　  ②退任予定取締役

　　　取締役会長　　　　岩下　善夫　　（名誉会長　就任予定）　　　　　

　　　取締役　　　　　　今井　明夫

　　　取締役　　　　　　貴堂　聡

　　　取締役　　　　　　経塚　久彦

　　　取締役　　　　　　森　　俊夫

（３）就任予定日

　　　平成21年３月24日
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