




１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　 当期（自平成20年１月１日　至平成20年12月31日）の外食業界においては、ファーストフード、回転鮨等の業態を

展開する一部の企業に既存店売上高の改善が続いている一方、世界的な景気減速に対する生活防衛意識の高まりを反

映した消費マインドの低下、食の安全に対する信頼を揺るがす事件が多発するなど、経営環境は一層厳しさを増して

おります。

　このような状況の中、当社グループは、“成長をともなう企業価値の増大”を経営のテーマに、新規出店、改装に

よる既存店の活性化、新商品の開発や既存商品のブラッシュアップ等に注力してまいりました。収益の改善が見込め

ないファミリーレストラン業態につきましては11月末までに全店閉鎖し、その乗り換えフォーマットとして、すし一

皿105円均一の新しい回転鮨業態「うおえもん」を開発（当期２店を出店）しました。乗り換えにともなう一時費用の

発生に加え、原材料単価、人件費単価の上昇と、ファミリーレストラン全店閉鎖にともなう撤退損失の発生等により

減収減益となりました。

　既存店売上高は、テイクアウト事業においては、「京樽」店における江戸前鮨商品の強化を行う等の施策により堅

調に推移したものの、イートイン事業においては、特に郊外型店舗が大きく減じたため、前期比2.0％減となりまし

た。

　店舗数は、21店を出店し51店退店した結果、当期末における総店舗数は395店（前期末比30店減）となりました。

　これらの結果、当期の業績につきましては、売上高は31,501百万円（前期比△3.0％、973百万円減）、営業損失は

438百万円（前期は営業利益193百万円）、経常損失は376百万円（前期は経常利益253百万円）となりました。ファミ

リーレストラン店を全店閉鎖したことにともなう事業撤退損失718百万円、減損損失397百万円、子会社の不適切な会

計処理による損失138百万円等を特別損失に計上したことから、当期純損失は1,830百万円（前期は当期純利益86百万

円）となりました。

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①テイクアウト事業

　上方鮨を販売商品の主力に展開している「京樽」店においては、夕方以降に江戸前鮨を販売強化することで増収

が見込まれるタイプへの転換を積極的に推し進め、57店の改装を行いました。また、上方鮨商品のブラッシュアッ

プを進めるとともに、“曜日別セール”の見直しや、効果的な販促等を継続実施しました。

　既存店売上高は、もっとも売上を期待できる節分（２月３日）が大雪に見舞われる等のマイナス要因があったも

のの、前記の施策等が奏功し、前期比0.3％増となりました。

　店舗数は、「京樽」４店、「重吉」２店、計６店を出店し、耐震工事によるオーナー要請や不採算等の理由によ

り７店退店した結果、273店（前期末比１店減）となりました。

　これらにより、売上高は16,293百万円（前期比0.0％、4百万円増）となりましたが、積極的な改装による一時費

用の発生等により、営業利益は1,019百万円（同△8.2％、90百万円減）となりました。

②イートイン事業

　各業態の特徴に合わせ、“夏には夏の！”“冬の美味、到来!!”等と題し、季節毎に旬の食材を用いたフェアを

実施しました。食の安全性や産地表示に対する関心が高まっていることから、長州産の穴子、焼津産の戻り鰹、北

海道産のいくら等、メニューに表示することで、美味しさと食への安心感を訴求しました。

　既存店売上高は、主に郊外型店舗においてガソリンの高騰、飲酒運転罰則の強化、天候不順の影響を受けたこと

等により、前期比4.8％減となりました。

　店舗数は、「海鮮三崎港」４店、「うおえもん」２店等計７店を出店し、ファミリーレストラン全25店と、不採

算の理由により３店、計28店を退店した結果、95店（前期末比21店減）となりました。

　これらにより、売上高は12,654百万円（前期比△6.3％、846百万円減）となり、営業利益は412百万円（同△

50.0％、412百万円減）となりました。

 ③その他の事業

　外商事業においては、自社工場製品の販売チャネルの拡大をはかるべく、新たにコンビニエンスストアへの卸し

販売を開始しました。また、子会社の㈱新杵においては、“クリーム大福”“フルーツ大福”をメイン商品に、新

たな業態「Shinkine Sweets（シンキネ スイーツ）」を開発しました。

　店舗数は、８店出店し不採算等の理由により16店退店した結果、27店（前期末比８店減）となりました。

　これらにより、売上高は2,575百万円（前期比△5.3％、144百万円減）となり、営業損失は38百万円（前期は営業

利益３百万円）となりました。
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 （次期の見通し）

　当社グループは、引き続き既存店の活性化と規模の拡大をはかってまいります。既存店につきましては、新商品

の開発や業態変更を伴う改装等により増収を目指し、出店につきましては、テイクアウト事業５店、イートイン事

業12店、その他の事業２店の計19店を計画しております。

　セグメント別には、テイクアウト事業は上方鮨のブラッシュアップに加え、江戸前鮨の販売を強化したタイプ店

の利益構造の向上をはかります。イートイン事業はレストラン業態からの乗り換えフォーマットである「うおえも

ん」を積極的に出店します。また、鮨専門店業態においては、お客様満足度の向上に重点を置き収益改善をはかり

ます。

　これらの施策により、通期の見通しは売上高29,000百万円（当期比△7.9％、2,501百万円減）、営業利益200百万

円（当期に対して638百万円増）、経常利益230百万円（当期に対して606百万円増）、当期純利益220百万円（当期

に対して2,050百万円増）を見込んでおります。

なお、個別業績予想の情報の開示については、連結数値との乖離が小さく重要性が低いため省略しております。

 

(2）財政状態に関する分析

 当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ1,155百万円減少し、1,076百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,723百万円、減価償却費676百万円、

事業撤退損失718百万円、減損損失397百万円及び賃貸収入255百万円の計上、退職給付引当金の減少202百万円等によ

り244百万円の減少となりました。前期と比べて874百万円減少しましたが、これは主に税金等調整前当期純損失1,723

百万円(前期は税金等調整前当期純利益194百万円)となったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入500百万円、敷金保証金の回収によ

る収入314百万円等がありましたが、出店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出1,025百万円、敷金保証金の

支払による支出121百万円等により242百万円の減少となりました。また、前期と比べて178百万円減少しましたが、こ

れは、主に当期に定期預金の払戻による収入500百万円ありましたが、前期に投資有価証券の売却・償還による収入607

百万円があったことによるものであります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出500百万円、配当金の支払129

百万円があったことにより、668百万円の減少となりました。また前期と比べて、53百万円増加しましたが、これは主

に当期に短期借入金の純増加が70百万円あったことによるものであります。

 

     なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率(％) 51.7 53.5 50.2

時価ベースの自己資本比率(％) 51.4 32.6 25.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.0 2.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 13.1 16.9  －

　 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い　　　　　　　　　　　　　　　　　

(注)1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 2.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社グループは、常に企業価値を向上させることによって、株主利益を増大させることを目指しております。従い

まして株主への利益還元のため、株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の増大が重

要な課題であると考えております。将来の事業展開と財務体質強化のために内部留保の充実を考慮しつつ、業績動

向ならびに配当性向等を総合的に勘案して株主への利益還元を行うことを基本方針としております。

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき前期と同様の１株当たり1,850円の配当を予定しておりましたが、

当期純損失の計上を余儀なくされることとなったため、誠に遺憾ながら、無配とさせていただく予定であります。

㈱京樽（8187）平成 20 年 12 月期決算短信

 4 



　次期の配当につきましては、復配を目指して努力いたす所存でございます。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等にかかるリスク要因となる可能性のある事項は以下のとおりであります。なお、文中におけ

る将来に関する事項は、決算短信提出日（平成21年２月23日）現在において、当社が判断したものであります。

①店舗展開について

ア)出店政策について

　当社は、首都圏及び関西を中心に出店しております。新規出店候補地の選定にあたっては、立地条件、店舗面積、

賃借料、敷金保証金等の出店条件や近隣の商圏人口、店舗前通行量、乗降客数（駅ビル出店の場合）及び競合店状

況などの当社独自の出店基準を満たすことを条件としております。したがいまして、当社の出店基準に合致した物

件が無い場合は、出店予定数を変更することもあるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当

社は、新規出店の際には、対象物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地・建物所有者である法人、個人

が破綻状態に陥り、敷金保証金の全部または一部の回収ができなくなった場合には、当社の財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。なお、出店計画に対応した優秀な人材を確保・採用できない場合には、出店政策に影響を与

える可能性があります。

イ）店舗の撤退について

　立地環境の変化、経営効率の悪化等で収益が悪化し、回復が見込めない店舗につきましては、当社で定めており

ます退店基準に照らし合わせて退店する方針をとっております。退店に伴い、店舗設備等の固定資産除却損の計上

及び契約上の問題で敷金保証金の償却が発生する可能性があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。なお、連結ベースの平成20年12月末現在の敷金及び保証金は2,021百万円であります。

②原材料の市場の動向について

　当社では、原材料として多くの海産物、農産品等を使用しております。原則として購入先を複数とし安定的に購

入量を確保できるようにしております。しかしながら、高病原性鳥インフルエンザの発生や無許可食品添加物使用

問題等の例にも見られるとおり、原料そのものの使用が禁止となる場合があります。また、海産物の漁獲制限や冷

夏による米の大凶作といった自然現象による脅威も考えられます。このような場合は、産地の変更や仕入ルートの

変更等により購入価格の上昇を最小限にするよう対処しております。しかしながらこれらの要因で購入価格の著し

い上昇が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社では、一部の原材料について

海外より購入しております。これらの原材料は全て商社又は加工メーカーを介して購入し、為替の変動による価格

の変動を極力抑えておりますが、極端な為替の変動が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

③競合について

　外食業界においては、業界全体での売上高が横ばい傾向にある上、コンビニエンスストアによる弁当、総菜類の

販売といった他業界からの参入もあり、非常に激しい競合状態にあると言えます。

　当社といたしましては、創業以来長年にわたって培ってきた調理技術をもとに美味しい料理をより良いサービス

と共に提供することにより、他社との差別化をはかりお客様のニーズに対応しておりますが、事業環境の悪化、類

似業態の出店等により競争が激化した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④法的規制について

ア）食品衛生法

　食品を調理し、製造し提供するには、食品衛生法に基づく営業許可が必要であります。この営業許可は、店舗及

び工場毎に必要であり、許可証の発行はその店舗又は工場を管轄する保健所となります。したがいまして、当社で

経営している店舗及び工場では、食品衛生責任者を所管保健所に届け出ると共に営業許可を受けております。営業

許可は、前述のとおり店舗及び工場毎に発行され、各店舗及び工場毎に有効期間が定められております。なお、主

要な事業活動の前提となる工場での有効期限は以下のとおりです。

工場名 許可の有効期限 営業の種類

福島工場 平成23年11月30日 魚肉ねり製品製造業、ソース類製造業、そうざい製造業

 平成24年11月30日 食品の冷凍又は冷蔵業

船橋工場 平成24年２月29日 飲食店営業

幸手工場 平成22年２月28日 飲食店営業、そうざい製造業

　この営業許可は、食品衛生法に違反した場合は、厚生労働大臣又は都道府県知事により取消しとなる場合があり

ます。また、当該施設が食品衛生法上定められている施設基準等を満たしていない場合は、営業許可の更新が認め

られず、その継続に支障をきたすことがあります。当社といたしましては、品質管理室を設置して衛生管理につい

ての指導を実施している他、外部検査機関による定期的な衛生検査を実施して、より安全な食品の提供を行ってお
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ります。また、原材料についても、購入先より産地、加工工程、使用添加物等を記載した商品規格書の提出を求め、

より安全な原材料を使用するよう心がけております。しかしながら、食中毒事故等が発生した場合は、食品等の廃

棄処分、営業許可の取消し、営業停止、信用力の低下等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

イ）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）

　平成13年５月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」により、年間100トン以上の食品廃

棄物を排出する外食事業者（食品関連事業者）は、食品循環資源の再生利用等の実施率を、平成18年度までに20％

に向上させることが義務付けられました。実施率は、平成19年度の改正により40％に引き上げられましたが、今後

さらに実施率の向上を求められることが予想されます。

　当社は、食品リサイクル法でいう対象外食事業者であります。再生利用等を推進するにあたり処理コストの上昇

が見込まれますが、食品リサイクル法に対応した新たな委託処理業者を選定しながらコスト増の最小化に努めてお

ります。しかしながら、工場等で自社処理を行うための設備を購入する等の必要が生じた場合など、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

ウ）農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）

平成12年３月31日に告示された「加工食品品質表示基準」に基づき、平成13年４月１日から一般の加工食品に①

名称、②原材料名、③内容量、④賞味期限（消費期限）、⑤保存方法、⑥製造業者等の氏名又は名称及び住所の６

項目を一括して表示することが義務付けられました。

　当社におきましては、ＰＯＳレジに登録されている商品に原材料等のデータを連動させて登録し、商品を製造し

た際に上記６項目が表示されたラベルを発行して商品に添付することにより対応しております。食に対する消費者

の目は年々厳しくなっており、今後法的規制が変化した場合には、当社においてもその対応のため費用負担が生じ

る可能性があります。

エ）不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）

　景品表示法は、販売者が不当な景品類の提供や不当な表示をすることによって生じる顧客の誘引を防止し、消費

者を保護する目的で、景品類の提供や商品・役務の取引に関する表示についての規制を定めております。当社が販

売する商品・メニュー、またチラシやプライスカードなどに表示する商品名、価格等の内容は、この法律によって

規制されております。当社ではこの法律を遵守するため、新商品の開発、チラシ等の作成時には、表示内容につい

て複数の部署によるチェックを行い、疑義の生じた場合には公的機関へ確認することを徹底しておりますが、万一

誤って規制を超える表示をしてしまった場合には、当社の信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

オ）固定資産の減損

　当社グループは平成20年度において、397百万円の減損損失を計上しておりますが、将来的にも、地価の動向や収

益状況によって、更なる減損損失を計上する必要が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

カ）短時間労働者への厚生年金の適用拡大

　年金改革関連法の付則に、厚生年金の適用基準について見直しを行うと規定されております。本制度が改正・施

行された場合、当社の保険料負担が増加し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

当社グループは、当社、子会社３社及び関連会社１社により構成されており、鮨を中心とした食品の製造及び販売を

主たる業務としております。

当社グループの事業内容、主な商標（屋号）の特徴及び関係会社の当該事業に関わる位置付けは次のとおりでありま

す。

(1）テイクアウト事業

百貨店・スーパー・ショッピングセンター・駅ビル・駅前・商店街等へ立地特性に合ったブランドで出店しておりま

す。自社工場を活用して生産性の向上をはかりながら最終調理は各店舗で行い、手作り感のある鮨・弁当・おむすび・

総菜等の商品を提供しております。

［主な商標（屋号）］

商標（屋号） 商標（屋号）の特徴

京樽
当社の最も代表的なチェーンです。茶きん鮨、上方鮨、江戸前鮨のほか、季

節の弁当、おむすび等を販売しております。

SUSHI COAST（スシコースト）

新しいSUSHIを提案するチェーンです。魚介だけでなく、様々な食材を具に

使ったロール鮨など、従来の鮨の枠にとらわれないSUSHIを提供しておりま

す。

関山
高級上方鮨チェーンです。当社テイクアウト事業の最高級セグメントに位置

し、進物用としての需要も多いブランドです。

蓬楽亭
とんかつ専門店のチェーンです。ヒレかつ・ロースかつ等の揚げ物をメイン

に、弁当・総菜を販売しております。

重吉
おむすび専門店のチェーンです。駅コンコース・百貨店等に出店し、通勤客

の朝食・ランチ需要に応えております。

上記以外に、Sushi Avenue K's（スシ・アベニュー・ケイズ）、SUSHI DELISEA（スシデリシア）、味燈守卓、味燈

京樽、春夏秋冬の屋号にて展開をしております。

(2）イートイン事業

鮨専門店、回転鮨店等の業態を駅周辺の商業施設等に展開しております。

［主な商標（屋号）］

商標（屋号） 商標（屋号）の特徴

すし三崎丸

 

江戸前鮨の専門店です。明快な価格設定と明るいファサード・店内が特徴で、

どなたにも気軽にご利用いただける店舗です。

海鮮三崎港

 

でかネタの回転鮨店です。女性が気軽に一人でも利用できるというコンセプ

トで、間隔を大きくとったカウンター席と明るい店舗造作が特徴です。

うおえもん

 

すし一皿105円均一の回転鮨店です。デザート類などサイドメニューを充実

させ、家族で楽しめる店舗です。　

上記以外に、懐石料理と上方鮨の「京樽総本店」、鮨専門店の「すし遊洛」、成田国際空港内店舗、中山競馬場内店

舗及び東京競馬場内店舗を運営しております。

　なお、（ファミリーレストラン）海鮮三崎港・わのかについては、平成20年11月末をもって全店閉鎖しております。

(3）その他の事業

外商部門において流通業界への卸し販売や、法人・各種団体等大口顧客に向けて弁当の販売を行っております。また、

当社子会社株式会社新杵において和菓子の製造・販売を行っております。

㈱京樽（8187）平成 20 年 12 月期決算短信

 7 



［事業系統図］

 

 
株式会社関山 

当            

社 
 

中央総合保険 
サービス株式会社 

 
北京飯店京樽 
日本料理有限公司 

 
株式会社新杵 

原材料の購入 

当社グループ 

販売 

販売 

販売 

販売 

営業受託 

工場等の賃貸 

保険料の支払 

事務所の賃貸 

製品の販売 

一
般
消
費
者
（
海
外
） 

 

一  

般 
 

消 
 

費 
 

者 
 

（ 
 

国 
 

内  

） 店舗施設
の営繕 

 
（兄弟会社等） 
株式会社ＭＲサービス 

（親会社） 
株式会社吉野家 
ホールディングス 

店舗の賃借 

（注）　　１．株式会社関山及び株式会社新杵は連結子会社です。

２．中央総合保険サービス株式会社は非連結子会社です。

３．北京飯店京樽日本料理有限公司は関連会社で持分法非適用会社です。

４．会社別の事業内容は以下の通りです。

 

当社（株式会社京樽） 株式会社関山 株式会社新杵

テイクアウト事業 テイクアウト事業 その他の事業

イートイン事業   

その他の事業   
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関係会社の状況

(1）親会社

名称 住所
資本金

（百万円）

主要な事業の内

容

議決権の被

所有割合

（％）

関係内容 摘要

株式会社吉野家

ホールディングス
東京都新宿区 10,265 持株会社 50.1

店舗を賃借し

ております

役員の兼任

３名

（注）有価証券報告書を提出しております。

 

(2）連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）

主要な事業の内

容

議決権の所

有割合

（％）

関係内容 摘要

株式会社関山 東京都港区 10
テイクアウト事

業
100.0

当社が営業受

託しておりま

す

役員の兼任

４名

株式会社新杵 東京都清瀬市 135 その他の事業 100.0

当社は工場等

の賃貸及び原

材料の購入を

行っておりま

す

役員の兼任

２名

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

 (3）その他の関係会社

名称 住所
資本金

（百万円）

主要な事業の内

容

議決権の被

所有割合

（％）

関係内容 摘要

株式会社カトーサー

ビス
香川県観音寺市 45

ガソリン及びそ

の他燃料並びに

資材販売業

23.5
当社との取引

はありません
　　－
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、「『おいしさと健康』を提供する食ビジネスを通じて、楽しく豊かなパーソナルライフの実現と生活文化

の向上に貢献する。」を経営理念として、持ち帰り鮨をはじめとする、総菜・弁当販売等のテイクアウト事業、回転

鮨店・鮨専門店といった外食事業等を通じて、いつでも変わらぬ「おいしさと健康」をお客様にお届けできるよう、

努力を重ねております。医食同源へのこだわりや、食品の安全性に対する関心がますます高まっている現在、より健

康的な商品をお届けしつづけることは勿論のこと、『食』を通じて豊かな暮らしを満喫していただくことが、当社に

課せられた使命であると考えております。すべてはお客様の笑顔のために。私たち『京樽』は、これからも無限の可

能性を持つ食ビジネスに全力で挑戦しつづけてまいります。

(2）目標とする経営指標

当社グループは、中長期の目標として売上高営業利益率５％を目指しております。具体的には、工場部門の稼働率

と労働生産性の向上による売上総利益増大のための施策、テイクアウト事業においては業態の強化と再編成による活

性化、イートイン事業については新規出店等による規模の拡大等により利益率を高めます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、ブランド力を高めるために、既存業態のブラッシュアップと、立地特性に合わせた新業態への乗

り換えや展開を進めます。テイクアウト事業においては、駅前・駅ナカ等の優良立地を生かし、売り方や商品の変更

を含め個々の業態強化をはかります。イートイン事業におきましては、「すし三崎丸」「海鮮三崎港（回転鮨）」「う

おえもん」の積極出店により、増収増益をはかってまいります。その他の事業の中心である外商事業につきましては、

新たな投資を要しない利益率の高いビジネスであることから、今後も拡販をはかってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、「成長」に軸足を置いた経営から、外部環境の急激な変化に対応するべく、事業の選択と集中を

通して「収益構造の抜本的な改革」へ経営課題をシフトしました。

　前記目標を達成するために対処すべき課題の一つは、既存店の活性化による売上の拡大であります。前期の既存店

前期比は△0.4％と下げ止まりをみせておりましたが、景気後退が顕著となった当期は、特にイートイン事業が影響を

受け、既存店売上高前期比は△2.0％と悪化しました。

　もう一つの課題は店舗数の増大であります。当期においては、出店は21店と前期の出店数を上回ったものの、レス

トラン全店閉鎖等により退店は51店となり、店舗数は前期に比較して30店減少しました。今後の「収益構造の抜本的

な改革」に向けては、不採算店の立て直し等により退店の抑制をはかりながら出店を加速する施策を講ずる必要があ

ります。

　セグメント別の対応といたしまして、テイクアウト事業におきましては、２年連続して既存店売上高が前期を上回

りましたが、減益となったことから、江戸前鮨の販売強化を積極的に推し進めている「京樽」は、コストコントロー

ル等により利益獲得構造の確立をはかります。上位ブランドとしての「関山」は、ブランド力の維持向上に向けたリ

ニューアルを実施します。また、「重吉」やロール鮨系店舗（「SUSHI DELISEA（スシデリシア）」「SUSHI COAST（ス

シコースト）」等）は、商品の付加価値を高め、ブランド強化をはかります。

　イートイン事業におきましては、出店による拡大成長の牽引役である「海鮮三崎港（回転鮨）」と「すし三崎丸」

については、メニュー改定やお客様満足度の向上の他、より一層の生産性向上に取り組み、利益貢献できる業態へ強

化をはかってまいります。また、レストラン業態からの乗り換えフォーマットである「うおえもん」を業態確立し、

積極的に出店します。

　その他の事業におきましては、外商事業の拡大が中心課題となります。現在、流通業界への卸し販売や、法人・各

種団体等大口顧客に向けての弁当の販売を行っておりますが、イベントホールへの進出など引続き販路の拡大を進め

てまいります。また、「新杵」につきましては、前期に開発したクリーム大福、フルーツ大福等を含めた既存商品の

ブラッシュアップに加え、更なる商品の充実をはかることが重要と考えております。

(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」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年12月31日）
当連結会計年度

（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 ※３  2,289,347   1,489,628  

２．売掛金   1,898,817   1,838,955  

３．たな卸資産   664,078   644,601  

４. 未収入金   26,941   24,829  

５．前払費用   166,670   173,238  

６．その他   8,602   20,967  

　　貸倒引当金   △1,303   △1,197  

流動資産合計   5,053,154 26.9  4,191,024 26.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※３ 11,425,482   9,693,889   

減価償却累計額 ※１ 8,305,341 3,120,141  7,037,254 2,656,635  

(2）機械装置及び運搬具  1,008,907   1,014,853   

減価償却累計額 ※１ 823,778 185,128  854,036 160,816  

(3）工具器具備品  2,275,455   1,993,591   

減価償却累計額 ※１ 1,800,281 475,174  1,571,594 421,996  

(4）土地 ※３  4,862,092   4,099,119  

(5）建設仮勘定   67,701   10,600  

有形固定資産合計   8,710,237 46.5  7,349,169 45.7

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   91,857   73,713  

(2）その他   70,011   70,034  

無形固定資産合計   161,868 0.9  143,748 0.9
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前連結会計年度

（平成19年12月31日）
当連結会計年度

（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）投資有価証券 ※２  170,129   88,184  

(2）出資金 ※２  797,057   646,526  

(3）長期貸付金   87,406   77,866  

(4）長期性預金   1,200,000   350,000  

(5）敷金及び保証金 ※３  2,067,980   2,021,671  

(6）投資不動産 ※３ 469,880   1,370,212   

減価償却累計額 ※１ 138,175 331,704  331,145 1,039,067  

(7）長期未収入金   193,041   183,880  

(8）その他   66,816   62,549  

　　貸倒引当金   △94,632   △90,205  

投資その他の資産合計   4,819,503 25.7  4,379,540 27.3

固定資産合計   13,691,610 73.1  11,872,458 73.9

資産合計   18,744,764 100.0  16,063,482 100.0

        

㈱京樽（8187）平成 20 年 12 月期決算短信

 12 



  
前連結会計年度

（平成19年12月31日）
当連結会計年度

（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,192,826   1,092,078  

２．短期借入金   20,000   90,000  

３．１年以内返済予定の長期
借入金

※４  500,000   500,000  

４．１年以内返済予定の長期
未払金

※３  108,826   126,624  

５．未払金   954,712   983,735  

６．未払費用   1,081,145   1,145,182  

７．未払法人税等   135,057   128,236  

８．賞与引当金   222,301   209,672  

９．その他   173,155   151,325  

流動負債合計   4,388,023 23.4  4,426,853 27.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※４  1,000,000   500,000  

２．長期未払金 ※３  1,378,040   1,249,675  

３．退職給付引当金   1,787,930   1,585,812  

４．役員退職慰労引当金   89,620   111,310  

５．預り保証金   67,639   78,690  

６．その他   2,514   46,178  

固定負債合計   4,325,744 23.1  3,571,668 22.2

負債合計   8,713,768 46.5  7,998,521 49.8

        

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,425,000 18.3  3,425,000 21.3

２．資本剰余金   703,000 3.7  703,000 4.4

３．利益剰余金   5,902,996 31.5  3,942,934 24.5

株主資本合計   10,030,996 53.5  8,070,934 50.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   － －  △5,973 △0.0

評価・換算差額等合計   － －  △5,973 △0.0

純資産合計   10,030,996 53.5  8,064,961 50.2

負債純資産合計   18,744,764 100.0  16,063,482 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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   32,475,122 100.0  31,501,575 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  11,816,271 36.4  11,669,590 37.0

売上総利益   20,658,850 63.6  19,831,984 63.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  20,465,252 63.0  20,270,160 64.4

営業利益又は営業損失（△）   193,597 0.6  △438,175 △1.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19,834   15,553   

２．受取配当金  23,920   19,511   

３．賃貸収入  271,521   255,090   

４．その他  38,446 353,722 1.1 33,242 323,398 1.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  36,806   26,723   

２．賃貸費用  241,132   218,595   

３．その他  15,395 293,333 0.9 16,234 261,553 0.8

経常利益又は経常損失（△）   253,986 0.8  △376,331 △1.2

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ 5,618   21,170   

２．保証金等返還益  165,634   153,537   

３．投資有価証券売却益  7,500   －   

４．貸倒引当金戻入益  5,324   5,246   

５．店舗立退補償金 　  －   18,000   

６．その他 ※４ 5,546 189,623 0.6 30,272 228,225 0.7

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 79,202   150,423   

２．減損損失 ※７ 157,924   397,969   

３．関係会社株式評価損  5,224   －   

４．出資金評価損　  －   150,530   

５．貸倒損失 ※８　 －   138,382   

６．事業撤退損失　  －   718,307   

７．その他 ※６ 6,510 248,862 0.8 19,653 1,575,267 5.0

税金等調整前当期純利益又は税金

等調整前当期純損失（△）
  194,747 0.6  △1,723,373 △5.5

法人税、住民税及び事業税  108,048 108,048 0.3 107,187 107,187 0.3

当期純利益又は当期純損失(△)   86,698 0.3  △1,830,561 △5.8
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(3）連結株主資本等変動計算書

   前連結会計年度（自　平成19年１月１日  至　平成19年12月31日）

株主資本
評価・

換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

前期末残高

(平成18年12月31日)(千円)
3,425,000 703,000 5,945,797 10,073,797 44

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 － － △129,500 △129,500 －

 当期純利益 － － 86,698 86,698 －

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

－ － － － △44

連結会計年度中の変動額合

計(千円)
－ － △42,801 △42,801 △44

当期末残高

(平成19年12月31日)(千円)
3,425,000 703,000 5,902,996 10,030,996 －
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   当連結会計年度（自　平成20年１月１日  至　平成20年12月31日）

株主資本
評価・

換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

前期末残高

(平成19年12月31日)(千円)
3,425,000 703,000 5,902,996 10,030,996 －

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 － － △129,500 △129,500 －

 当期純損失（△） － － △1,830,561 △1,830,561 －

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

－ － － － △5,973

連結会計年度中の変動額合

計(千円)
－ － △1,960,061 △1,960,061 △5,973

当期末残高

(平成20年12月31日)(千円)
3,425,000 703,000 3,942,934 8,070,934 △5,973
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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

   

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△)

 194,747 △1,723,373

減価償却費  654,740 676,329

減損損失  157,924 397,969

貸倒引当金の減少額  △5,029 △4,534

賞与引当金の増減額(△
は減少額）

 4,374 △12,628

退職給付引当金の減少額  △208,704 △202,117

役員退職慰労引当金の増
加額

 4,220 21,690

受取利息及び配当金  △43,755 △35,065

支払利息  36,806 26,723

賃貸収入  △271,521 △255,090

賃貸費用  241,132 218,595

固定資産売却益  △5,618 △21,170

固定資産除却損  79,202 150,423

保証金等返還益  △165,634 △153,537

事業撤退損失  － 718,307

貸倒損失　  － 138,382

関係会社株式評価損  5,224 －

出資金評価損  － 150,530

売上債権の増加額  △48,851 △26,878

たな卸資産の減少額  74,772 19,476

仕入債務の増減額(△は
減少額)

 523 △100,748

未払消費税等の増減額
(△は減少額)

 2,831 △44,337

未払費用の増加額  2,302 117,627

その他  △10,133 △234,589

小計  699,555 △178,014

利息及び配当金の受取額  45,774 36,554

利息の支払額  △37,353 △27,270

賃貸による収入  266,043 252,248

賃貸による支出  △237,771 △218,767

法人税等の支払額  △105,661 △108,763

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 630,587 △244,011
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前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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

   

定期預金の預入による支
出

 △5,308 △5,308

定期預金の払戻による収
入

 － 500,000

有形固定資産の取得によ
る支出

 △967,066 △1,025,919

有形固定資産の売却によ
る収入

 5,618 103,170

無形固定資産の取得によ
る支出

 △7,646 △24,607

投資有価証券の取得によ
る支出

 △100 △48,185

投資有価証券の売却・償
還による収入

 607,795 －

非連結子会社清算による
収入

 － 106,365

敷金保証金の支払による
支出

 △107,896 △121,886

敷金保証金の回収による
収入

 440,839 314,409

その他  △30,279 △40,719

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △64,043 △242,682

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  － 70,000

長期借入金の返済による
支出

 △500,000 △500,000

長期未払金の返済による
支出

 △93,131 △108,825

配当金の支払額  △128,750 △129,531

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △721,882 △668,357

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

 △155,337 △1,155,051

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,387,342 2,232,005

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 2,232,005 1,076,953

    

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数及び名称 (1）連結子会社の数及び名称

 連結子会社数　２社

㈱関山

㈱新杵

同左

 (2）主要な非連結子会社の名称等

日本商券㈱

中央総合保険サービス㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

日本商券㈱

※日本商券㈱は、平成20年1月30日に清

算しております。

　中央総合保険サービス㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。

　（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社の数及び名称 (1）持分法適用の関連会社の数及び名称

 ──────────── ────────────

 (2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

日本商券㈱

中央総合保険サービス㈱

北京飯店京樽日本料理有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

日本商券㈱

　中央総合保険サービス㈱

　北京飯店京樽日本料理有限公司

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用から除外しており

ます。

　（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用から除外

しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(1）重要な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

  連結決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

　なお、組込デリバティブを区分して測

定することができない複合金融商品は、

全体を時価評価し、評価差額を当連結会

計年度の損益に計上しております。

　その他有価証券

時価のあるもの

  　同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

②　たな卸資産

ａ　半製品

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

ａ　半製品

同左

ｂ　原材料

　移動平均法による原価法

ｂ　原材料

同左

ｃ　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

ｃ　貯蔵品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産及び投資不動産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産及び投資不動産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 10年～15年

機械装置及び運搬具 ５年～９年

工具器具備品 ６年

 (会計処理方法の変更)

　法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度から平成19年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　これにより減価償却費は11,938千円

増加し、営業利益、経常利益および税

金等調整前当期純利益はそれぞれ

11,938千円減少しております。なお、

セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。

建物及び構築物 10年～15年

機械装置及び運搬具 ５年～９年

工具器具備品 ６年

 (追加情報)

 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、平

成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。当該変更に

伴う損益に与える影響は、軽微であり

ます。

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

 ②　無形固定資産

 同左

 (3）重要な出資金の評価基準

　最近の決算書に基づく持分相当額によ

り評価しております。

(3）重要な出資金の評価基準

　同左

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を

見積計上しております。

②　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（７年）

による按分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度より費用処理しております。

③　退職給付引当金

同左

 

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、社内規程に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左 

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性の評価

　金利スワップ取引は特例処理の要件を

満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

④　ヘッジ有効性の評価

同左

⑤　リスク管理

　金利スワップ契約の締結等は当社取締

役会の承認に基づいております。なお、

取引の実行管理は当社財務経理部で行っ

ております。

⑤　リスク管理

同左

 (7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払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

内に満期日の到来する短期的な投資であり

ます。

同左
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

当連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

同左

※２．非連結子会社及び関連会社に対する出資等 ※２．非連結子会社及び関連会社に対する出資等

投資有価証券（株式）  142,239千円

出資金  196,000千円

投資有価証券（株式）      21,840千円

出資金 45,469千円

※３．担保提供資産

長期未払金1,250,119千円及び１年以内返済予定

の長期未払金100,680千円の担保として供している

ものは、次のとおりであります。 

※３．担保提供資産

長期未払金1,132,658千円及び１年以内返済予定

の長期未払金117,460千円の担保として供している

ものは、次のとおりであります。 

定期預金 47,332千円

建物  568,429千円

土地  2,189,110千円

敷金及び保証金      5,308千円

投資不動産  157,471千円

合計 2,967,652千円

定期預金 52,641千円

建物 540,008千円

土地   2,189,110千円

投資不動産 155,647千円

合計 2,937,407千円

※４．財務制限条項 ※４．財務制限条項

平成14年６月10日（株式会社みずほ銀行）締結の金

銭消費貸借契約に関し、平成16年12月６日付の覚書に

下記の条項が付されております。

同左

①　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成15年12月

決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額の

75％及び直前の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。

 

②　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の損益計算上の経常損益につき、２期連続して損

失を計上しないこと。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの ※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

給料賞与 9,146,095千円

賞与引当金繰入額 204,000千円

退職給付費用 349,045千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,110千円

法定福利費 988,776千円

店舗家賃 3,383,227千円

減価償却費 504,580千円

車輌費・配送費 1,006,353千円

貸倒引当金繰入額 294千円

給料賞与    8,981,401千円

賞与引当金繰入額     189,377千円

退職給付費用      345,187千円

役員退職慰労引当金繰入額      21,690千円

法定福利費 998,906千円

店舗家賃    3,332,667千円

減価償却費     535,287千円

車輌費・配送費    1,007,039千円

貸倒引当金繰入額    711千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、10,498千円であります。

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、12,170千円であります。

※３．固定資産売却益の内訳

土地       5,618千円

※３．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物       18,153千円

車輌運搬具 470千円

工具器具備品        2,546千円

※４．特別利益「その他」の主なもの ※４．特別利益「その他」の主なもの

過年度売上過少計上 3,251千円

過年度リース減損損失過大

計上

2,295千円

過年度法定福利費過剰計上      30,272千円

 ※５．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物   52,109千円

機械装置及び運搬具    11千円

工具器具備品       18,323千円

撤去費用       8,757千円

 ※５．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 50,124千円

機械装置及び運搬具      3,003千円

工具器具備品      16,938千円

撤去費用 80,357千円

※６．特別損失「その他」の主なもの ※６．特別損失「その他」の主なもの

過年度保証金等償却

過年度源泉税償却

 4,491千円

 2,019千円

リース解約損　 7,213千円

過年度保証金等償却 6,842千円
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前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※７．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

※７．減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他  
（46店舗）

151,525千円

  
その他の地区
岩手県他
（4店舗）

6,399千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他  
（75店舗）

354,946千円

  
その他の地
区 静岡県他
（6店舗）

9,659千円

投資用資産 出店権利金　
東京都
（2件）　

541千円

共用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

新潟県他
（2件）

　32,822千円
　

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位に基づき資産の用途により、事業用資産につい

ては主に独立した会計単位である店舗単位で、賃貸用

資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグ

ルーピングを行なっております。ただし、事業用資産

のうち工場については、生産品が複数セグメントに共

通することから、共用資産としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している

物件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失として計上してお

ります。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを7.7％で割り引いて算定しております。また、

遊休資産の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価

額等をもとに正味売却価額により測定しております。

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位に基づき資産の用途により、事業用資産につい

ては主に独立した会計単位である店舗単位で、賃貸用

資産及び遊休資産については物件単位で、資産のグ

ルーピングを行なっております。ただし、事業用資産

のうち工場については、生産品が複数セグメントに共

通することから、共用資産としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している

物件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失として計上してお

ります。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを6.3％で割り引いて算定しております。また、

遊休資産の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価

額等をもとに正味売却価額により測定しております。

減損損失の内訳は次のとおりであります。 減損損失の内訳は次のとおりであります。

 事業用資産

建物及び構築物       104,361千円

工具器具備品 47,148千円

その他 6,414千円

計 157,924千円

 事業用資産 投資用資産　 　共用資産

建物及び構築物 201,864千円 －　 13,771千円　

工具器具備品 57,391千円 －　 60千円　

その他  105,349千円 541千円 18,990千円　

計  364,605千円 541千円 32,822千円　

　　　――――――――――― ※８．貸倒損失

　当社の連結子会社株式会社新杵の会計責任者によ

る着服横領が判明しました。これによる損失額

138,382千円を貸倒損失として処理しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

    前連結会計年度（自　平成19年１月１日  至　平成19年12月31日）

 １．発行済株式の種類及びに株式数に関する事項  

 株式の種類 前連結会計年度末　 増加 減少 当連結会計年度末　　　

普通株式(株) 70,000 － －  70,000

合計 70,000 －  －  70,000

 

 ２．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。

 

 ３．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 効力発効日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 129,500 1,850 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 　　

　　　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
 

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 効力発効日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 129,500 利益剰余金  1,850 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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    当連結会計年度（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に株式数に関する事項  

 株式の種類 前連結会計年度末　 増加 減少 当連結会計年度末　　　

普通株式(株) 70,000 － － 　 70,000

合計 70,000 － 　 － 　 70,000

 

 ２．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。

 

 ３．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 効力発効日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 129,500 1,850 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,289,347千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △57,342千円

現金及び現金同等物 2,232,005千円

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金   1,489,628千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △412,675千円

現金及び現金同等物 1,076,953千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

 
テイクアウ
ト事業
（千円）

イートイン
事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 16,289,495 13,500,978 2,684,648 32,475,122 － 32,475,122

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － 35,255 35,255 △35,255 －

計 16,289,495 13,500,978 2,719,903 32,510,377 △35,255 32,475,122

営業費用 15,179,233 12,675,629 2,716,772 30,571,635 1,709,889 32,281,524

営業利益（△営業損失） 1,110,261 825,349 3,131 1,938,742 △1,745,144 193,597

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

資産 5,204,416 5,683,581 1,254,577 12,142,574 6,602,189 18,744,764

減価償却費 267,501 272,119 26,717 566,338 88,402 654,740

減損損失 48,811 105,546 3,567 157,924 － 157,924

資本的支出 435,393 571,207 35,008 1,041,610 20,078 1,061,688

　（注）１．事業区分の方法

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店

(2）イートイン事業・・・・ファミリーレストラン店、鮨専門店、回転鮨店等

(3）その他の事業・・・・・江戸前鮨・とんかつ・釜飯の宅配専門店、弁当販売、和菓子の販売等
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２．各区分に属する主要な店舗形態、屋号、販売品目は下表のとおりです。

 
店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA

茶きん鮨、上方鮨、ロール

鮨、江戸前鮨、巻物

重吉店 重吉 おむすび

蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭、かつれつ

工房

とんかつ、弁当、総菜

関山店 関山 高級上方鮨

その他のテイクアウト店 春夏秋冬、味燈京樽、味燈守卓、

京味燈、みさきずし

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

回転鮨店 海鮮三崎港 江戸前鮨

その他のイートイン店 （競馬場内店舗、成田国際空港

内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、懐

石料理

その他の事業 宅配店 宅配京樽、宅配ほうらく亭、釜

膳

江戸前鮨、とんかつ、釜飯

新杵店 新杵 和菓子

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,766,536千円）の主なものは、本社部門、

開発部門に係る人件費及び営業経費であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（6,945,494千円）の主なものは、親会社での余剰資金

（現金及び預金）、投資資金（有価証券、投資有価証券及び出資金）及び管理部門に係る資産等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、建設負担金とその償却額が含まれております。

６．会計基準等の改正に伴う会計処理方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計処理方法の変更）に記載のとおり、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度から平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、テイクアウト事業では5,673千円、イートイ

ン事業では4,838千円、その他の事業では1,276千円、全社では150千円、それぞれ営業費用が増加し営業利益

が同額減少しております。
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当連結会計年度（自　平成20年1月1日　至　平成20年12月31日）

 
テイクアウ
ト事業
（千円）

イートイン
事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 16,293,774 12,654,976 2,552,824 31,501,575 － 31,501,575

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － 22,619 22,619 △22,619 －

計 16,293,774 12,654,976 2,575,444 31,524,194 △22,619 31,501,575

営業費用 15,274,137 12,242,601 2,614,010 30,130,749 1,809,001 31,939,751

営業利益（△営業損失） 1,019,636 412,374 △38,565 1,393,445 △1,831,621 △438,175

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

資産 5,185,924 4,719,370 917,466 10,822,761 5,240,720 16,063,482

減価償却費 293,287 288,171 19,266 600,725 75,604 676,329

減損損失 61,928 206,080 55,947 323,956 74,012 397,969

資本的支出 309,501 645,678 18,095 973,275 37,871 1,011,147

　（注）１．事業区分の方法

(1）テイクアウト事業・・・鮨・おむすび・とんかつ・弁当・総菜の持ち帰り専門店

(2）イートイン事業・・・・ファミリーレストラン店、鮨専門店、回転鮨店等

(3）その他の事業・・・・・江戸前鮨・とんかつ・釜飯の宅配専門店、弁当販売、和菓子の販売等
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２．各区分に属する主要な店舗形態、屋号、販売品目は下表のとおりです。

 店舗形態 商標（屋号） 主要販売品目

テイクアウト事業 京樽店 京樽、Sushi Avenue K’s、

SUSHI COAST、SUSHI DELISEA

茶きん鮨、上方鮨、ロール

鮨、江戸前鮨、巻物

 重吉店 重吉 おむすび

 
蓬楽亭店 蓬楽亭、ほうらく亭、かつれ

つ工房

とんかつ、弁当、総菜

 関山店 関山 高級上方鮨

 
その他のテイクアウト店 春夏秋冬、味燈京樽、味燈守

卓、京味燈

上方鮨、江戸前鮨、巻物、

高級上方鮨、弁当、総菜

イートイン事業 ファミリーレストラン店 海鮮三崎港、わのか 和食、江戸前鮨

 鮨専門店 すし三崎丸、すし遊洛 江戸前鮨

 回転鮨店 海鮮三崎港、うおえもん 江戸前鮨

 
その他のイートイン店 （競馬場内店舗、成田国際空

港内店舗、懐石料理店）

和食、洋食、江戸前鮨、懐

石料理

その他の事業 宅配店
宅配京樽、宅配ほうらく亭、

釜膳

江戸前鮨、とんかつ、釜飯

 新杵店 新杵、Shinkine Sweets 和菓子

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,846,861千円）の主なものは、本社部門、

開発部門に係る人件費及び営業経費であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（5,308,508千円）の主なものは、親会社での余剰資金

（現金及び預金）、投資資金（有価証券、投資有価証券及び出資金）及び管理部門に係る資産等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、建設負担金とその償却額が含まれております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）及び当連結会計年度（自平成20年１月１日　

至平成20年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、

該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）及び当連結会計年度（自平成20年１月１日　

至平成20年12月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（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 143,299円95銭

１株当たり当期純利益金額 1,238円55銭

１株当たり純資産額 115,213円73銭

１株当たり当期純損失金額 △26,150円88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、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 86,698 △1,830,561

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係

る当期純損失（△）（千円）
86,698 △1,830,561

期中平均株式数（株） 70,000 70,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　 (開示の省略)

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取

引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。
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５．個別財務諸表
(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 ※２  2,241,800   1,441,371  

２．売掛金 ※３  1,768,368   1,779,462  

３．半製品   65,443   57,675  

４．原材料   509,785   513,815  

５．貯蔵品   58,956   49,446  

６．前払費用   166,670   173,238  

７．未収入金   31,953   24,829  

８．その他   9,540   20,927  

９．貸倒引当金   －   △600  

流動資産合計   4,852,518 25.9  4,060,166 25.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※２ 9,959,211   8,575,437   

減価償却累計額 ※１ 6,968,043 2,991,168  5,997,099 2,578,337  

(2）構築物  1,097,748   752,612   

減価償却累計額 ※１ 1,044,273 53,474  731,157 21,454  

(3）機械装置  969,108   989,155   

減価償却累計額 ※１ 791,396 177,711  828,338 160,816  

(4）車輌運搬具  3,587   2,430   

減価償却累計額 ※１ 3,576 11  2,430 －  

(5）工具器具備品  2,202,184   1,966,393   

減価償却累計額 ※１ 1,750,275 451,908  1,544,396 421,996  

(6）土地 ※２  4,607,182   3,876,222  

(7）建設仮勘定   67,701   10,600  

有形固定資産合計   8,349,158 44.4  7,069,429 44.4
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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
（％）

２．無形固定資産        

(1）借地権   56,100   56,100  

(2）ソフトウェア   91,857   73,713  

(3）その他   13,878   13,954  

無形固定資産合計   161,835 0.9  143,748 0.9

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   27,890   66,344  

(2）関係会社株式   422,239   31,840  

(3）出資金   601,057   601,057  

(4）関係会社出資金   196,000   45,469  

(5）長期貸付金   87,406   97,866  

(6）長期性預金   1,200,000   350,000  

(7）敷金及び保証金 ※２  2,052,445   2,011,107  

(8）投資不動産 ※２ 1,057,498   1,925,817   

減価償却累計額 ※１ 401,451 656,047  607,010 1,318,807  

(9）長期未収入金   193,041   194,077  

(10）その他   66,684   62,549  

 　　貸倒引当金   △94,632   △120,402  

投資その他の資産合計   5,408,179 28.8  4,658,717 29.2

固定資産合計   13,919,173 74.1  11,871,894 74.5

資産合計   18,771,692 100.0  15,932,061 100.0
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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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※３  1,178,831   1,063,381  

２．１年以内返済予定の長期

借入金
※４  500,000   500,000  

３．未払金   937,689   972,402  

４．１年以内返済予定の長期

未払金
※２  108,826   126,624  

５．未払費用   1,057,192   1,115,602  

６．未払法人税等   127,938   122,284  

７．預り金   136,650   130,614  

８．前受収益   18,547   16,454  

９．賞与引当金   221,313   206,987  

10．その他   14,466   830  

流動負債合計   4,301,455 22.9  4,255,181 26.7

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※４  1,000,000   500,000  

２．長期未払金 ※２  1,378,600   1,249,675  

３．退職給付引当金   1,772,725   1,569,634  

４．役員退職慰労引当金   89,620   111,310  

５．関係会社事業損失引当金

　
  －   92,877  

６．その他   70,153   87,852  

固定負債合計   4,311,099 23.0  3,611,349 22.7

負債合計   8,612,555 45.9  7,866,531 49.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,425,000 18.2  3,425,000 21.5

２．資本剰余金        

    資本準備金  703,000   703,000   

資本剰余金合計   703,000 3.8  703,000 4.4

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  28,034   40,984   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  5,300,000   5,300,000   

繰越利益剰余金  703,102   △1,397,480   

利益剰余金合計   6,031,136 32.1  3,943,503 24.8

株主資本合計   10,159,136 54.1  8,071,503 50.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

　その他有価証券評価差額  －  － △5,973  △0.0

　評価・換算差額等合計   － －  △5,973 △0.0

純資産合計   10,159,136 54.1  8,065,529 50.6

負債純資産合計   18,771,692 100.0  15,932,061 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成19年１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   31,727,836 100.0  30,739,862 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．半製品期首たな卸高  54,546   65,443   

２．店舗材料費  6,746,635   6,676,631   

３．当期製品製造原価 ※２ 4,761,330   4,653,900   

合計  11,562,512   11,395,976   

４．半製品期末たな卸高  65,443 11,497,068 36.2 57,675 11,338,301 36.9

売上総利益   20,230,768 63.8  19,401,560 63.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  20,007,044 63.1  19,794,165 64.4

営業利益又は営業損失（△）   223,723 0.7  △392,604 △1.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19,731   15,426   

２．受取配当金  23,920   19,511   

３．賃貸収入  293,121   276,690   

４．その他  37,603 374,377 1.2 32,492 344,121 1.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  36,189   25,775   

２．賃貸費用  241,132   218,595   

３．その他  20,177 297,499 0.9 19,492 263,864 0.9

経常利益又は経常損失（△）   300,601 1.0  △312,347 △1.0
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前事業年度

（自　平成19年１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
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ 5,618   21,170   

２．貸倒引当金戻入益  5,324   4,428   

３．保証金等返還益  165,634   153,537   

４．投資有価証券売却益  7,500   －   

５．店舗立退補償金  －   18,000   

６．その他 ※４ 5,546 189,623 0.6 30,272 227,407 0.7

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 78,347   140,678   

２．減損損失 ※７ 155,562   348,788   

３．関係会社株式評価損  5,224   270,000   

４．出資金評価損  －   150,530   

５．貸倒引当金繰入  －   30,197   

６．事業撤退損失  －   718,307   

７．関係会社事業損失引当金
繰入額

 －   92,877   

８．その他 ※６ 6,510 245,644 0.8 19,653 1,771,033 5.8

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失（△）

  244,579 0.8  △1,855,973 △6.0

法人税、住民税及び事業税  103,202 103,202 0.3 102,159 102,159 0.3

当期純利益又は当期純損失(△)   141,376 0.5  △1,958,133 △6.4
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成19年１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　材料費  2,725,193 57.2 2,677,212 57.5

Ⅱ　労務費  941,898 19.8 898,468 19.3

Ⅲ　経費 ※ 1,099,504 23.0 1,082,451 23.2

当期総製造費用  4,766,595 100.0 4,658,132 100.0

他勘定振替高  5,264  4,231  

当期製品製造原価  4,761,330  4,653,900  

      

（注）※主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成19年１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） 

消耗品費（千円） 352,941 352,425

水道光熱費（千円） 229,272 247,335

減価償却費（千円） 117,475 112,274

原価計算の方法

当社の原価計算は、実際原価による工程別総合原価計算を行っております。
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(3）株主資本等変動計算書

 前事業年度（自　平成19年１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 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

前期末残高

(平成18年12月31日)

(千円)

3,425,000 703,000 15,084 5,300,000 704,176 10,147,260

事業年度中の変動額

 　利益準備金の積立 － － 12,950 － △12,950 －

 　剰余金の配当 － － － － △129,500 △129,500

　当期純利益 － － － － 141,376 141,376

事業年度中の変動額合

計(千円)
－ － 12,950 － △1,073 11,876

当期末残高

(平成19年12月31日)

(千円)

3,425,000 703,000 28,034 5,300,000 703,102 10,159,136
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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
　評価・

換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証

券評価差額金
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

前期末残高

(平成19年12月31日)

(千円)

3,425,000 703,000 28,034 5,300,000 703,102 10,159,136 －

事業年度中の変動額

 　利益準備金の積立 － － 12,950 － △12,950 － －

 　剰余金の配当 － － － － △129,500 △129,500 －

　当期純損失（△） － － － － △1,958,133 △1,958,133 －

株主資本以外の項目の

当期会計期間中の変動

額（純額）

－ － － － － － △5,973

事業年度中の変動額合

計(千円)
－ － 12,950 － △2,100,583 △2,087,633 △5,973

当期末残高

(平成20年12月31日)

(千円)

3,425,000 703,000 40,984 5,300,000 △1,397,480 8,071,503 △5,973

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年１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

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券

時価のあるもの

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）

　なお、組込デリバティブを区分して測

定することができない複合金融商品は、

全体を時価評価し、評価差額を当事業年

度の損益に計上しております。

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）半製品

移動平均法による原価法

(1）半製品

同左

(2）原材料

移動平均法による原価法

(2）原材料

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産及び投資不動産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産及び投資不動産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 10年～15年

機械装置 ９年

車両運搬具 ５年

工具器具備品 ６年

(会計処理方法の変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業年度

から平成19年４月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

　これにより減価償却費は10,795千円

増加し、営業利益、経常利益および税

引前当期純利益はそれぞれ10,795千円

減少しております。

建物及び構築物 10年～15年

機械装置 ９年

車両運搬具 ５年

工具器具備品 ６年

 (追加情報)

 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、平成19年

３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。当該変更に伴う損

益に与える影響は、軽微であります。

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成19年１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）

４．出資金の評価基準 　最近の決算書に基づく持分相当額によ

り評価しております。

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を見積

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異については、

各事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（７年）によ

る按分額をそれぞれ発生の翌事業年度よ

り費用処理しております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、社内規程に基づく事業年度末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

 同左

 

(5)    　――――――――――

 

（5）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業に係る損失に備えるため、

当該会社の財政状態を勘案して必要額を計

上しております。

(追加情報) 

　当連結会計年度において、関係会社の将

来損失の発生可能性が高まったことから、

特別損失に関係会社事業損失引当金繰入額

として 92,877千円計上し、同額を固定負

債の事業損失引当金として計上しておりま

す。

　これにより税金等調整前当期純利益が

92,877千円減少しております。　

６．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
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項目
前事業年度

（自　平成19年１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）

７．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

 同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・金利スワップ

ヘッジ対象・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

(3）ヘッジ方針

 同左

 (4）ヘッジ有効性の評価

　金利スワップ取引は特例処理の要件を

満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性の評価

 同左

 (5）リスク管理

　金利スワップ契約の締結等は当社取締

役会の承認に基づいております。なお、

取引の実行管理は当社財務経理部で行っ

ております。

(5）リスク管理

 同左

８．その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

 同左

会計処理方法の変更

　　該当事項はありません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

同左

※２．担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２．担保提供資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 47,332千円

建物 568,429千円

土地 2,189,110千円

敷金及び保証金 5,308千円

投資不動産 157,471千円

合計 2,967,652千円

定期預金 52,641千円

建物 540,008千円

土地 2,189,110千円

投資不動産 155,647千円

合計 2,937,407千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長期

未払金

 

100,680千円

長期未払金 1,250,119千円

１年以内返済予定の長期

未払金

 

117,460千円

長期未払金 1,132,658千円

※３．関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであ

ります。

※３．関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであ

ります。

売掛金 53,059千円

買掛金 3,706千円

売掛金 55,719千円

長期未収入金 10,197千円

※４．財務制限条項 ※４．財務制限条項

平成14年６月10日（株式会社みずほ銀行）締結の金

銭消費貸借契約に関し、平成16年12月６日付の覚書に

下記の条項が付されております。

同左

①　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の貸借対照表の純資産の部の金額を平成15年12月

決算期末日における貸借対照表の資本の部の金額の

75％及び直前の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上

に維持すること。

 

②　本覚書締結日以降の各決算期の末日において、当

社の損益計算上の経常損益につき、２期連続して損

失を計上しないこと。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年１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．販売費及び一般管理費のうち主なもの ※１．販売費及び一般管理費のうち主なもの

給料賞与 8,935,301千円

賞与引当金繰入額 204,000千円

退職給付費用 346,290千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,110千円

法定福利費 970,008千円

店舗家賃 3,301,544千円

減価償却費 495,406千円

車輌費・配送費 973,039千円

貸倒引当金繰入額 24千円

給料賞与 8,766,465千円

賞与引当金繰入額 189,377千円

退職給付費用 342,637千円

役員退職慰労引当金繰入額 21,690千円

法定福利費 980,010千円

店舗家賃 3,248,249千円

減価償却費 529,663千円

車輌費・配送費 972,451千円

販売費に属する費用のおおよその割

合

81％

一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合

　19％

販売費に属する費用のおおよその割

合

81％

一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合

19％

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 10,371千円  12,010千円

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳

土地 5,618千円 建物      14,879千円

構築物 3,274千円

車輌運搬具 470千円

工具器具備品 2,546千円

※４．特別利益「その他」の内訳 ※４．特別利益「その他」の内訳

過年度売上過少計上 3,251千円

過年度リース減損損失過大

計上

2,295千円

過年度法定福利費過剰計上 30,272千円

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳

建物 51,497千円

構築物 271千円

機械装置 11千円

工具器具備品 18,323千円

 撤去費用 8,242千円

建物 48,847千円

構築物 613千円

機械装置 236千円

工具器具備品 10,847千円

 撤去費用 80,133千円

※６．特別損失「その他」の内訳 ※６．特別損失「その他」の内訳

過年度保証金等償却 4,491千円 

過年度源泉税償却 2,019千円 

訴訟和解金      2,222千円

リース解約損　 7,213千円

過年度保証金等償却　 6,842千円

過年度水道光熱費 3,376千円
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前事業年度
（自　平成19年１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）

※７．減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

※７．減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他
（44店舗）

149,163千円

  
その他の地区
静岡県他
（4店舗）

6,399千円

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

関東地区
東京都他  
（45店舗）

  270,252千円

  
その他の地
区 静岡県他
（6店舗）

    9,659千円

投資用資産 土地、建物等
東京都
（3件）

　40,718千円
　

共用資産 土地、建物、
工具器具備品
等

新潟県
（1件）

　28,158千円
　

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基

づき資産の用途により、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資

産については物件単位で、資産のグルーピングを行なっ

ております。ただし、事業用資産のうち工場については、

生産品が複数セグメントに共通することから、共用資産

としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を7.7％で割り引いて算定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもと

に正味売却価額により測定しております。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基

づき資産の用途により、事業用資産については主に独立

した会計単位である店舗単位で、賃貸用資産及び遊休資

産については物件単位で、資産のグルーピングを行なっ

ております。ただし、事業用資産のうち工場については、

生産品が複数セグメントに共通することから、共用資産

としております。

事業用資産のうち、営業活動から生ずるキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっている店舗について、

賃貸用資産及び遊休資産のうち、地価が下落している物

件について、減損処理の要否を検討し、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。

なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を6.3％で割り引いて算定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもと

に正味売却価額により測定しております。

減損損失の内訳は次のとおりであります。 減損損失の内訳は次のとおりであります。

 事業用資産

建物 104,361千円 

工具器具備品 44,786千円 

その他 6,414千円

計 155,562千円 

 事業用資産 投資用資産　 共用資産　

建物 186,655千円 8,163千円 12,270千円

工具器具備品    53,472千円 － 60千円

その他  39,783千円 32,554千円 15,828千円

計  279,911千円 40,718千円 28,158千円
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年１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 145,130円53銭

１株当たり当期純利益金額 2,019円67銭

１株当たり純資産額      115,221円86銭

１株当たり当期純損失金額     △27,973円33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、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年１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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 141,376 △1,958,133

普通株主に帰属しない金額（千円）  －　 －　

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係

る当期純損失（△）（千円）
141,376 △1,958,133

期中平均株式数（株） 70,000 70,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　 (開示の省略)

リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略します。

６．その他
(1）役員の異動

 該当事項ありません。

(2）その他

 該当事項ありません。
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