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1.  21年1月期の業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(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 ％

21年1月期 3,707 △0.2 54 △26.3 77 △14.8 74 △9.4
20年1月期 3,713 △1.3 73 △57.6 90 △50.8 82 ―

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 ％ ％ ％

21年1月期 28.46 ― 2.2 1.5 1.5
20年1月期 31.39 ― 2.4 1.7 2.0

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  25百万円 20年1月期  19百万円

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

21年1月期 4,733 3,320 70.1 1,276.25
20年1月期 5,287 3,347 63.3 1,286.63

（参考） 自己資本  21年1月期  3,320百万円 20年1月期  3,347百万円

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

21年1月期 191 82 △476 511
20年1月期 253 △224 △39 714

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 ％ ％

20年1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 26 31.9 0.8
21年1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 26 35.1 0.8

22年1月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ――― 32.5 ―――

3.  22年1月期の業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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 1,900 △2.0 62 △12.2 80 △2.8 80 △5.2 30.75
通期 3,720 0.4 48 △11.0 78 1.3 80 8.1 30.75
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、14ページ「重要な会計方針」をご覧ください。  

(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、24ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

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） 21年1月期 2,628,000株 20年1月期 2,628,000株
② 期末自己株式数 21年1月期 26,681株 20年1月期 26,467株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後
さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。  
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 当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機により、世

界同時不況の影響で、企業の生産や輸出、設備投資が減少するなど、景況感は急速に悪化することとな

り、非常に低迷した状況下で推移しました。  

 当飲食業界におきましても、資源・原料価格の高騰はやや落ち着いたものの、企業収益を回復するに

は至らず、また、雇用不安の広がりにより個人消費は振るわず、非常に厳しい経営環境となりました。 

 このような情勢下ではありましたが、当社は上野公園内の博物館・美術館の催し物に合わせた特別メ

ニューを随時企画する他、上野公園内の各店舗に出店しているカフェ・売店の販売強化を行いました。

さらに、仕入先・購買額の管理により、大幅なコストアップの抑制を図り、原材料高に対する影響を極

力最小限にとどめるように努めてまいりました。また、資産効率改善の為平成20年2月をもって「精進

ホテル」（山梨県南都留郡富士河口湖町精進湖畔）を富士急行株式会社に譲渡し、自社保有物件の見直

しを図りました。  

 この結果、当期の売上高は37億7百万円（前年同期比：0.2％減）となりました。経常利益は7千7百万

円（前年同期比：14.8％減）、当期純利益は7千4百万円（前年同期比：9.4％減）となりました。売上

高を部門別に見ますとレストランの売上高は19億8千2百万円（前年同期比：2.7％増）、宴会他の売上

高は17億2千5百万円（前年同期比：3.3％減）となりました。  

 次期の見通しといたしましては、景気の後退により外食産業の戦略見直しがおこり、且つまた、市場

の縮小傾向が加速し、さらに雇用問題など先行きはなお一層厳しい状況が続くものと思われます。  

 当社といたしましては、「より良き内容・より良きサービス」をモットーに「食文化」への継続的発

展に努めてまいります。また、本年3月下旬から東京文化会館店「フォレスティーユ精養軒」及び、東

京文化会館内のカフェ「茶廊 響」のリニューアル工事を行い、同年4月初旬にオープンを予定してお

ります。そして、同年5月下旬には国立大学法人東京工業大学が大岡山駅(東急大井町線)前に建設中の

ビル内にレストランを出店する予定です。さらに、宴会需要が減少する夏期期間には、「屋上ビアガー

デン」の営業日数をさらに延長するなど、営業機会を広げ顧客獲得に努めてまいります。  

 平成22年1月期通期の業績につきましては、売上高は既存店において若干減少すると予想されます

が、5月下旬から新規出店の大岡山駅前店の売上高が見込まれるため、ほぼ昨年同様の3,720百万円（前

年同期比0.4％増）を予想しております。利益面では前述の新店舗および東京文化会館のリニューアル

による初期費用の計上が見込まれるため、6百万円減少の48百万円（前年同期比11.0％減）、経常利益

は当事業年度に社債の償還をしたことにより利息費用の負担がなくなり、1百万円増加の78百万円（前

年同期比1.3％増）、当期純利益は、次期も税務上の繰越欠損金があるため法人税の負担がなく、80百

万円（前年同期比8.1％増）を予想しております。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債、純資産の状況に関する分析  

  当事業年度末における総資産は前事業年度末と比べ554百万円減少し、4,733百万円となりました。流

動資産は454百万円減少の1,510百万円、固定資産は99百万円減少の3,223百万円となりました。  

 流動資産の減少の主な要因は、社債(450百万円)を償還したこと等により、現金及び預金の残高が453

百万円減少したことによるものです。固定資産のうち有形固定資産は前事業年度末と比べ、167百万円

減少し1,629百万円となりました。この減少の主な要因は、平成20年2月に精進ホテルの譲渡により70百

万円の減少、また、設備投資により42百万円増加したものの、減価償却費を135百万円計上したことに

よるものです。  

 投資その他の資産は前事業年度末と比べ68百万円増加し、1,592百万円となりました。この増加の主

な要因は、投資有価証券の時価下落等により126百万円減少した一方で、長期性預金200百万円の預入を

行ったことによるものです。  

  当事業年度末の負債合計は、前事業年度末と比べ526百万円減少し、1,413百万円となりました。流動

負債は456百万円減少の345百万円、固定負債は70百万円減少の1,069百万円となりました。  

 流動負債の減少の主な要因は、前述の社債(450百万円)を償還したこと等によるものです。固定負債

の減少の主な要因は、退職給付引当金が30百万円減少したことに加えて、投資有価証券の時価が下落し

た影響等で繰延税金負債が52百万円減少したことによるものです。  

  当事業年度末の純資産は前事業年度末と比べ27百万円減少し、3,320百万円となりました。この減少

の主な要因は、当期純利益の計上で利益剰余金が48百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金

が75百万円減少したことによるものです。  

②キャッシュ・フローの状況  

  当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、511百万円となり前事業年度末と比べ

203百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、長期性預金へ200百万円の預入を行ったことに

よるものです。当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

  営業活動の結果得られた資金は、191百万円となり前年同期と比べ62百万円の減少となりました。こ

の減少の主な要因は、未払金、未払消費税等の残高が合わせて60百万円減少したことによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

  投資活動の結果得られた資金は、82百万円となり前年同期と比べ306百万円の増加となりました。こ

の増加の主な要因は、社債を償還（450百万円）したことにより定期預金の預入による支出が減少した

ことによるものです。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

  財務活動の結果使用した資金は、476百万円となり、前年同期と比べ437百万円増加となりました。こ

の主な要因は、社債(450百万円)の償還による支出であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
          (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：株式時価総額(期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後））/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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と位置付け、効率的な業務運営によって企業

体質の強化と内部留保を図りつつ、安定配当を継続する方針であります。  

上記方針に基づき、当事業年度につきましては、中間配当金として1株5円の配当を実施しております。

また、期末配当金は5円を予定しております。  

  なお、次期の配当につきましては、年間配当10円を計画しております。  

   ① 法的規制等について  

         当社は、「食品衛生法」の規定に基づき、営業店毎に所轄の保健所より飲食店営業許可 

       を取得しております。  

         当社では、衛生管理につきまして、最重要項目の１つとして取り組んでおりますが、当社に 

       おける飲食により、食中毒や食品衛生に関する事故等が発生した場合、当社の財政状態及び経 

       営成績が影響を受ける可能性があります。  

         個人情報保護法の施行により、当社が管理している顧客名簿等、なお一層の情報セキュリテ 

       ィーの強化、及び社員の情報管理意識の向上に努めておりますが、今後、不測の事態により万 

       が一情報が外部に漏洩するような事態となった場合には、信用の失墜による売上の減少および 

       損害賠償による費用の発生等により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま 

       す。  

     ② 食材について  

          米国牛BSE問題や鳥インフルエンザ問題等につきましては、非発生国及び非発生地域の商品 

        を仕入れており、引き続き安全と衛生面を重視してまいります。なお、食材の不足、仕入価 

        格の上昇等、食材市況が大幅に変動した場合、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性 

        があります。  

     ③ 営業活動について  

          当社は、伝統の手法、味作りを基本に営業成績を上げる努力をしております。営業店毎に 

        独自のメニュー構成、単価設定、出店条件(家賃相場など)で展開をしておりますので、お客 

        様のニーズの変化に対しメニュー構成や単価設定を見直すなど実施した対応の成否や出店条 

        件の変動によって、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期

自己資本比率（％） 63.0 63.3 70.1

時価ベースの自己資本比率（％） 49.6 48.6 43.1

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（％）
146.1 177.6 ─

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ(倍）
52.7 43.3 56.8

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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④ 減損会計について  

       当社の資産の一部が減損の対象となり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ  

     ります。 

      当社グループは、当社及び関連会社である福島ビル株式会社とで構成され、当社は、主として 

    飲食業を、福島ビル株式会社は貸ビル業を事業活動として展開しております。 

 当社は、明治５年以来、永年育んだ西洋料理を堅持しつつ、「より良き内容・より良きサービ 

 ス」をモットーに食文化発展を追及し、食材・質の充実向上を常に心掛けております。 

 当社では、下記の数値目標を達成すべく努力してまいります。また、利益配分に関する基本方 

 針に従って、効率的な業務運営によって企業体質の強化と内部留保を図りつつ、安定配当を継続 

 する方針であります。 

 

 中長期的な計画といたしましては、各店舗の地域特性と多様化する顧客のニーズを的確に把握 

 し、季節感あふれるメニューによりリピーター化促進、ディナー時の集客効果を課題に売上目標 

 の達成並びに、財務体質の強化を図ってまいります。 

 食材の仕入方針は、BSE問題や鳥インフルエンザの発生など食肉に対する不安の中、今後も、 

 非発生国及び非発生地域の商品を仕入れ、引き続き安全と衛生面を重視してまいります。  

  営業面において上野本店および上野公園内４店舗を、それぞれ異なったメニューと空間を楽し 

 んでいただけるよう、メニューの見直しと開発をし、売上目標達成に努めてまいります。  

 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」に記載されております。 

 該当事項はありません。 

  

２ 企業集団の状況

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

平成22年１月期

売上高 3,720百万円

経常利益 78百万円

当期純利益 80百万円

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

(6)その他、会社の経営上重要な事項
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 1,783,926 1,330,545 △453,381

   売掛金 119,106 107,105 △12,001

   原材料 26,008 29,845 3,837

   貯蔵品 5,672 7,537 1,865

   前払費用 35,978 39,046 3,068

   その他 152 101 △51

   貸倒引当金 △6,500 △4,000 2,500

   流動資産合計 1,964,342 37.2 1,510,178 31.9 △454,164

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    建物 2,456,628 2,233,007 △223,621

    減価償却累計額 1,395,365 1,061,263 1,312,506 920,501 △82,859 △140,762

    構築物 93,087 62,658 △30,429

    減価償却累計額 69,247 23,840 47,182 15,476 △22,065 △8,364

    機械及び装置 186,834 177,509 △9,325

    減価償却累計額 172,635 14,199 166,109 11,400 △6,526 △2,799

    車両及び運搬具 3,855 3,855 ─

    減価償却累計額 3,595 260 3,672 183 77 △77

    工具器具及び備品 342,761 361,191 18,430

    減価償却累計額 249,629 93,132 283,030 78,161 33,401 △14,971

    土地 603,198 603,193 △5

   有形固定資産合計 1,795,892 34.0 1,628,914 34.4 △166,978

 ２ 無形固定資産

    借地権 1,512 1,512 ─

    電話加入権 564 511 △53

   無形固定資産合計 2,076 0.0 2,023 0.0 △53

 ３ 投資その他の資産

    投資有価証券 772,313 646,472 △125,841

    関係会社株式 342,500 342,500 ─

    出資金 11,000 11,000 ─

    差入保証金 98,761 92,173 △6,588

    長期性預金 300,000 500,000 200,000

    その他 11,000 6,500 △4,500

    貸倒引当金 △11,000 △6,500 4,500

   投資その他の資産合計 1,524,574 28.8 1,592,145 33.7 67,571

   固定資産合計 3,322,542 62.8 3,223,082 68.1 △99,460

   資産合計 5,286,884 100.0 4,733,260 100.0 △553,624
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前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   買掛金 72,574 69,192 △3,382

   一年内償還予定社債 450,000 ─ △450,000

   未払金 121,254 119,742 △1,512

   未払費用 65,578 70,202 4,624

   未払法人税等 4,102 2,984 △1,118

   未払消費税等 24,813 19,670 △5,143

   預り金 23,394 22,947 △447

   賞与引当金 39,000 40,000 1,000

   流動負債合計 800,715 15.2 344,737 7.3 △455,978

Ⅱ 固定負債

   退職給付引当金 835,339 805,168 △30,171

   役員退職慰労引当金 126,694 136,050 9,356

   繰延税金負債 169,751 118,232 △51,519

   その他 7,171 9,131 1,960

   固定負債合計 1,138,955 21.5 1,068,581 22.6 △70,374

   負債合計 1,939,670 36.7 1,413,318 29.9 △526,352
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前事業年度 

(平成20年１月31日)

当事業年度 

(平成21年１月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 131,400 2.5 131,400 2.8 ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,330 4,330 ─

    資本剰余金合計 4,330 0.1 4,330 0.1 ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 32,850 32,850 ─

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 2,890,000 2,890,000 ─

    繰越利益剰余金 61,211 109,224 48,013

    利益剰余金合計 2,984,061 56.4 3,032,074 64.0 48,013

 ４ 自己株式 △20,007 △0.4 △20,198 △0.4 △191

   株主資本合計 3,099,784 58.6 3,147,606 66.5 47,822

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
247,430 172,336 △75,094

   評価・換算差額等合計 247,430 4.7 172,336 3.6 △75,094

   純資産合計 3,347,214 63.3 3,319,942 70.1 △27,272

   負債純資産合計 5,286,884 100.0 4,733,260 100.0 △553,624
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成19年２月１日

  至 平成20年１月31日)

当事業年度

(自 平成20年２月１日

  至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高

   売上高 3,287,375 3,292,019 4,644

   その他の売上高 425,925 3,713,300 100.0 414,723 3,706,742 100.0 △11,202 △6,558

Ⅱ 売上原価

   当期製品製造原価 1,634,568 1,634,568 44.0 1,609,398 1,609,398 43.4 △25,170 △25,170

   売上総利益 2,078,732 56.0 2,097,344 56.6 18,612

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,005,608 54.0 2,043,427 55.1 37,819

   営業利益 73,124 2.0 53,917 1.5 △19,207

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 4,550 7,155 2,605

   受取配当金 10,904 11,465 561

   雑収入 7,661 23,115 0.6 7,828 26,448 0.7 167 3,333

Ⅴ 営業外費用

   社債利息 5,850 5,850 0.2 3,365 3,365 0.1 △2,485 △2,485

   経常利益 90,389 2.4 77,000 2.1 △13,389

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 1,956 1,023 △933

      貸倒引当金戻入額 5,091 4,500 △591

   固定資産売却益    ─ 7,047
0.2

49 5,572
0.2

49
△1,475

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ 5,907 115 △5,792

   減損損失 ※３ 7,831 5,989 △1,841

   投資有価証券評価損 ─ 13,738 0.4 210 6,314 0.2 210 △7,424

   税引前当期純利益 

   
83,698 2.3 76,258 2.1 △7,440

   法人税、住民税及び 

   事業税
2,030 0.1 2,230 0.1 200

   当期純利益 

 
81,668 2.2 74,028 2.0 △7,640
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前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
 合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 
 合計別途積立金

繰越利益
 剰余金

平成19年１月31日残高(千円) 131,400 4,330 32,850 3,090,000 △181,428 2,941,422 △19,537 3,057,615

事業年度中の変動額(千円)

 別途積立金の取崩(千円) △200,000 200,000 ─ ─

 剰余金の配当(千円) △39,029 △39,029 △39,029

 当期純利益(千円) 81,668 81,668 81,668

 自己株式の取得(千円) △470 △470

 株主資本以外の項目の
 当期変動額(純額)(千円)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ △200,000 242,639 42,639 △470 42,169

平成20年１月31日残高(千円) 131,400 4,330 32,850 2,890,000 61,211 2,984,061 △20,007 3,099,784

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

平成19年１月31日残高(千円) 300,027 3,357,642

事業年度中の変動額(千円)

 別途積立金の取崩(千円) ─

 剰余金の配当(千円) △39,029

 当期純利益(千円) 81,668

 自己株式の取得(千円) △470

 株主資本以外の項目の
 当期変動額(純額)(千円)

△52,597 △52,597

事業年度中の変動額合計(千円) △52,597 △10,428

平成20年１月31日残高(千円) 247,430 3,347,214
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当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成20年１月31日残高(千円) 131,400 4,330 32,850 2,890,000 61,211 2,984,061 △20,007 3,099,784

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当(千円) △26,015 △26,015 △26,015

 当期純利益(千円) 74,028 74,028 74,028

 自己株式の取得(千円) △191 △191

 株主資本以外の項目の
 当期変動額(純額)(千円)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─ ─ 48,013 48,013 △191 47,822

平成21年１月31日残高(千円) 131,400 4,330 32,850 2,890,000 109,224 3,032,074 △20,198 3,147,606

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

平成20年１月31日残高(千円) 247,430 3,347,214

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当(千円) △26,015

 当期純利益(千円) 74,028

 自己株式の取得(千円) △191

 株主資本以外の項目の
 当期変動額(純額)(千円)

△75,094 △75,094

事業年度中の変動額合計(千円) △75,094 △27,271

平成21年１月31日残高(千円) 172,336 3,319,942
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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２月１日

  至 平成20年１月31日)

当事業年度

(自 平成20年２月１日

  至 平成21年１月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 83,698 76,258 △7,440

 ２ 減価償却費 147,023 134,525 △12,498

 ３ 減損損失 7,831 5,989 △1,842

 ４ 貸倒引当金の減少額 △4,800 △7,000 △2,200

 ５ 賞与引当金の増減額(△は減少） △3,000 1,000 4,000

 ６ 退職給付引当金の減少額 △38,564 △30,171 8,393

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △2,106 9,355 11,461

 ８ 受取利息及び配当金 △15,454 △18,620 △3,166

 ９ 固定資産除却損 3,173 115 △3,058

 10 社債利息 5,850 3,365 △2,485

 11 投資有価証券売却益 △1,956 △1,023 933

 12 売上債権の増減額(△は増加) △641 12,002 12,643

 13 たな卸資産の増減額(△は増加) 1,904 △5,702 △7,606

 14 差入保証金の減少額 5,672 6,588 916

 15 仕入債務の減少額 △4,306 △3,382 924

 16 未払金の増減額(△は減少） 31,851 △4,702 △36,553

 17 未払消費税等の増減額(△は減少) 18,198 △5,144 △23,342

 18 未払費用の増加額 6,837 4,624 △2,213

 19 その他 4,151 1,209 △2,942

    小計 245,361 179,286 △66,075

 20 利息及び配当金受取額 15,454 18,620 3,166

 21 利息の支払額 △5,850 △3,381 2,469

 22 法人税等の支払額 △1,586 △3,347 △1,761

   営業活動によるキャッシュ・フロー 253,379 191,177 △62,202

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △1,480,000 △1,120,000 360,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 1,350,000 1,170,000 △180,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △67,650 △38,282 29,368

 ４ 有形固定資産の売却による収入 ─ 70,000 70,000

 ５ 投資有価証券の売却による収入 16,000 1,431 △14,569

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △42,555 △1,389 41,166

   投資活動によるキャッシュ・フロー △224,205 81,759 305,964

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 社債の償還による支出

 ２ 配当金の支払額

─

△38,892

△450,000

△26,126

△450,000

12,766

 ３ その他 △470 △191 279

   財務活動によるキャッシュ・フロー △39,362 △476,317 △436,955

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △10,188 △203,381 △193,193

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 724,114 713,926 △10,188

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 713,926 510,545 △203,381
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(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっております。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) 関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によって

おります。

(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してお

ります。)

(3) 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によっております。

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

原材料、貯蔵品は先入先出法による原価法によって

おります。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法によっております。また、耐用年数及び

残存価額は法人税法の規定と同一の基準によって

おります。ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(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、取得価額10万円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３年間で均等償却する方

法によっております。

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

(会計方針の変更) 

 平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産については

改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更による影響額は軽微でありま

す。

(追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前
に取得した資産については、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の適用により取得価格の
5％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得
価格の5％相当額と備忘価格との差額を5年間にわ
たり均等償却し、減価償却費に含めて計上してお
ります。  
 これにより営業利益、経常利益、税引前当期利
益及び当期純利益はそれぞれ2,960千円減少して
おります。

(2) 無形固定資産

 定額法によっております。また、耐用年数は法

人税法の規定と同一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、また、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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左
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前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１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、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。

 また、数理計算上の差異については、各期の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌

期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

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当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 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 リース取引の処理方法

同左

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書上資金の範囲に含めた

現金及び現金同等物は、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でありま

す。

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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方法

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

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方法

同左

(7) 財務諸表に関する注記事項

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記の

とおりであります。

給与 883,661千円

福利厚生費 90,194千円

水道光熱費 28,229千円

賃借料 223,258千円

退職給付費用 36,603千円

減価償却費 120,803千円

   なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割

合は約78％であります。

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記の

とおりであります。

給与 891,678千円

福利厚生費 94,754千円

水道光熱費 29,937千円

賃借料 215,377千円

退職給付費用 30,237千円

減価償却費 119,314千円

   なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割

合は約78％であります。

※２ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

機械及び装置 1,491千円

工具器具及び備品 1,682千円

撤去費用 2,734千円

合計 5,907千円

※２ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

工具器具及び備品 115千円

合計 115千円
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前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
※自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (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になるもの 

 
  

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 

※３ 減損損失
   当事業年度において当社は、以下の減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 減損損失

山梨 店舗

建物

7,831千円

構築物
機械及び装置

工具器具及び備品

土地

その他
無形固定資産

合計 7,831千円

   資産のグルーピングについては営業店を基本単位
として、また賃貸資産については物件単位毎にグ
ルーピングしております。このうち閉鎖が確定し
た資産グループおよび営業活動から生じる損益が
継続してマイナスである資産グループについて、
その帳簿価額を回収可能価額まで減損し当該減少
額を減損損失として特別損失に計上しました。そ
の内訳は建物が6,968千円、構築物632千円、機械
及び装置89千円、工具器具及び備品134千円、土
地１千円、無形固定資産７千円であります。

    なお、当資産グループの回収可能価額は正味売
却価額と使用価値のうち、いずれか高い方の金額
で測定しており正味売却価額については不動産鑑
定評価額により評価し、使用価値については将来
キャッシュ・フローを7.1％で割引いて算定して
おります。

 

※３ 減損損失
   当事業年度において当社は、以下の減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 減損損失

東京都他 店舗
建物

5,989千円工具器具及び備品
その他

合計 5,989千円

   資産のグルーピングについては営業店を基本単位
として、また賃貸資産については物件単位毎にグ
ルーピングしております。このうち閉鎖が確定し
た資産グループおよび営業活動から生じる損益が
継続してマイナスである資産グループについて、
その帳簿価額を回収可能価額まで減損し当該減少
額を減損損失として特別損失に計上しました。そ
の内訳は建物が2,591千円、工具器具及び備品
1,450千円、リース資産1,948千円であります。

    なお、当資産グループの回収可能価額は使用価
値により算定しており、将来キャッシュ・フロー
を5.7％で割引いて算定しております。

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
前事業年度末 
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 2,628,000 ─ ─ 2,628,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 26,040 427 ─ 26,467

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４月26日 
定時株主総会

普通株式 26,020 10 平成19年１月31日 平成19年４月27日

平成19年９月21日 
取締役会

普通株式 13,010 5 平成19年７月31日 平成19年10月１日

決議 株式の種類 配当原資
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４月25日 
定時株主総会

普通株式 繰越利益剰余金 13,008 5 平成20年１月31日平成20年４月28日
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当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
※自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (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になるもの 

 
※ 平成21年４月24日開催の定時株主総会において議案として付議する予定であります。 

  

株式の種類
前事業年度末 
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 2,628,000 ─ ─ 2,628,000

株式の種類
前事業年度末 
株式数

当事業年度増加
株式数

当事業年度減少
株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 26,467 214 ─ 26,681

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４月25日 
定時株主総会

普通株式 13,008 5 平成20年１月31日 平成20年４月28日

平成20年９月19日 
取締役会

普通株式 13,007 5 平成20年７月31日 平成20年10月1日

決議 株式の種類 配当原資
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21年4月24日 
定時株主総会予定

普通株式 繰越利益剰余金 13,007 5 平成21年１月31日 平成21年4月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,783,926千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,070,000千円

現金及び現金同等物 713,926千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,330,545千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △820,000千円

現金及び現金同等物 510,545千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 

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

当額及び期末残高相当額

工具器具及び備品

取得価額相当額 13,706千円

減価償却累計額相当額 7,129千円

期末残高相当額 6,577千円

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

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

当額及び期末残高相当額

工具器具及び備品

取得価額相当額 13,706千円

減価償却累計額相当額 9,870千円

期末残高相当額 3,836千円

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,741千円

１年超 3,836千円

合計 6,577千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,036千円

１年超 1,800千円

合計 3,836千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,741千円

減価償却費相当額 2,741千円

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,741千円

減価償却費相当額 2,741千円

 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
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前事業年度(平成20年１月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

  

 
  

  (有価証券関係)

区分 種類
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額 
を超えないもの

国債・地方債等 100,000 94,290 △5,710

計 100,000 94,290 △5,710

区分 種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 115,167 538,858 423,691

小計 115,167 538,858 423,691

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 39,315 32,805 △6,510

小計 39,315 32,805 △6,510

合計 154,482 571,663 417,181

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1) 関連会社株式 342,500

(2) その他有価証券

非上場株式 100,650

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

16,000 1,956 ─

１年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

国債・地方債等 ─ ─ ─ 100,000

計 ─ ─ ─ 100,000
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当事業年度(平成21年１月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

  

 
  

区分 種類
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

時価が貸借対照表計上額 
を超えないもの

国債・地方債等 100,000 94,110 △5,890

計 100,000 94,110 △5,890

区分 種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 103,202 411,097 307,895

小計 103,202 411,097 307,895

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 52,051 34,725 △17,326

小計 52,051 34,725 △17,326

合計 155,253 445,822 290,569

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1) 関連会社株式 342,500

(2) その他有価証券

非上場株式 100,650

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

1,431 1,023 ─

１年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円)

国債・地方債等 ─ ─ ─ 100,000

計 ─ ─ ─ 100,000
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 前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

  

 
  

前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

１ 子会社等 

(1) 関連会社 

  

 
(注) 取引金額と残高には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

賃借料の支払については、市場価格を勘案して、その都度賃料交渉の上決定しております。 

  

当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

１ 子会社等 

(1) 関連会社 

  

 
(注) 取引金額と残高には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

賃借料の支払については、市場価格を勘案して、その都度賃料交渉の上決定しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

関連会社に対する投資の金額 342,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 164,705千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 18,623千円

関連会社に対する投資の金額 342,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 189,153千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 24,938千円

(関連当事者との取引)

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

福島ビル㈱
中央区
日本橋室
町

10,000 貸ビル業

所有 
直接   24.5
被所有
直接   16.1

─
建物等の
賃借

日本橋店の賃
借料の支払

39,155 未払金 8,039

敷金の差入 ─
差入 
保証金

10,590

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

福島ビル㈱
中央区
日本橋室
町

10,000 貸ビル業

所有 
直接   24.5
被所有
直接   16.1

─
建物等の
賃借

日本橋店の賃
借料の支払

32,088 ─ ─

敷金の差入
差入 
保証金

10,590

㈱精養軒（9734）平成21年1月期決算短信（非連結）

21



  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年１月31日)

当事業年度 
(平成21年１月31日)

 

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

 繰延税金資産

  退職給付引当金損金算入 
  限度超過額

339,899千円

  減損損失 78,985 〃

  役員退職慰労引当金 51,552 〃

  税務上の繰越欠損金 42,408 〃

  自己株式評価損否認 24,190 〃

  投資有価証券評価損否認 23,542 〃

  賞与引当金損金算入
  限度超過額

15,869 〃

  貸倒引当金損金算入
  限度超過額

6,861 〃

  その他 14,694 〃

    繰延税金資産小計 598,001千円

  評価性引当額 △598,001 〃

    繰延税金資産合計    ─ 千円

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 169,751千円

    繰延税金負債合計 169,751千円

  繰延税金負債の純額 169,751千円
 

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

繰延税金資産

 退職給付引当金損金算入 
  限度超過額

327,623千円

 減損損失 57,659 〃

 役員退職慰労引当金 55,359 〃

 税務上の繰越欠損金 42,716 〃

 自己株式評価損否認 24,190 〃

 投資有価証券評価損否認 21,402 〃

 賞与引当金損金算入
  限度超過額

16,276 〃

 貸倒引当金損金算入
  限度超過額

3,986 〃

 その他 14,007 〃

   繰延税金資産小計 563,218千円

 評価性引当額  △563,218 〃

   繰延税金資産合計 ─ 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 118,232千円

   繰延税金負債合計 118,232千円

 繰延税金負債の純額 118,232千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

 法定実効税率 40.7％

 (調整)

 交際費等永久に損金に
 算入されない項目

6.5％

 受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目

△2.3％

 住民税均等割 2.7％

 評価性引当金の減少 △27.5％

 税務上の繰越欠損金の利用 △18.2％

 その他 0.6％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率

2.5％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に
 算入されない項目

6.4％

受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目

△2.9％

寄附金の損金不算入額 1.4％

住民税均等割 2.9％

評価性引当金の減少 △45.4％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

2.9％
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前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

退職金制度の30％相当額について適格退職年金制度

を採用し、残額については退職一時金を充当してお

ります。

１ 採用している退職給付制度の概要

退職金制度の30％相当額について適格退職年金制度

を採用し、残額については退職一時金を充当してお

ります。

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 893,829千円

② 未認識数理計算上の差異 50,714 〃

③ 年金資産 109,204 〃

④ 退職給付引当金 835,339千円

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 839,939千円

② 未認識数理計算上の差異 58,723 〃

③ 年金資産 93,494 〃

④ 退職給付引当金 805,168千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 40,381千円

② 利息費用 19,584 〃

③ 期待運用収益 △2,410 〃

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △721 〃

⑤ 臨時に支払った割増退職金等 5,000 〃

⑥ 退職給付費用 61,833千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 38,364千円

② 利息費用 17,877 〃

③ 期待運用収益 △2,184 〃

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △4,343 〃

⑤ 臨時に支払った割増退職金等 3,700 〃

⑥ 退職給付費用 53,414千円

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 10年

  (各期発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌期か

ら、費用処理しております。)

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 

   期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 10年

  (各期発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌期か

ら、費用処理しております。)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
２ １株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

 
１株当たり純資産額 1,286.63円

 
１株当たり純資産額 1,276.25円

 
１株当たり当期純利益 31.39円

 
１株当たり当期純利益 28.46円

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、潜在株式がないため記載しておりません。

前事業年度
(平成20年１月31日)

当事業年度
(平成21年１月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,347,214 3,319,942

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,347,214 3,319,942

期末の普通株式の数(株) 2,601,533 2,601,319

前事業年度
(自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

当事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当期純利益(千円) 81,668 74,028

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(千円) 81,668 74,028

普通株式の期中平均株式数(株) 2,601,823 2,601,404
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前事業年度(自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日) 

 当社は平成20年２月29日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡を決議いたし 

ました。 

 なお、譲渡物件の引渡しは、平成20年３月31日に完了いたしました。 

１ 譲渡理由 

山梨県富士河口湖町の以下のリゾートホテルについては、季節営業(７月～10月)のため収益の改

善も難しくなったため、自社保有資産の見直しと資産効率改善を目的とし譲渡を決定したもので

す。 

  

２ 譲渡資産の内容 

  

 
  

３ 譲渡先の概要 

  

 
  

４ 譲渡の日程 

平成20年２月29日  譲渡契約締結 

平成20年３月31日  物件引渡し期日 

  

  当事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日) 

     該当ありません。 

(重要な後発事象)

3,706,742 所在地(面積)又は数量等 帳簿価額 譲渡価額 備考

土地・建物

山梨県南都留郡富士河口湖町
精進字船付511番26外17筆

土地 15,800.86㎡

建物 1,970.1㎡

69,893千円 70,000千円 山林・宿舎

合計 ― 69,893千円 70,000千円 ―

商号 富士急行株式会社

本店所在地 山梨県富士吉田市新西原５丁目２番１号

設立年月日 大正15年９月18日

代表者 代表取締役社長  堀内 光一郎

資本金の額 9,126百万円(平成19年９月30日現在)

大株主 
(平成19年９月30日現在)

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数
発行済株式総数
に占める割合

(財) 堀内造庵会 山梨県富士吉田市 12,912千株 11.76％

主な事業内容 運輸業

当社との関係

資本関係 なし

人的関係 なし

取引関係 なし
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 部門別販売実績 

 
  

  

  (1)役員の異動 

    代表者及び代表取締役の異動 

     該当事項はありません。 

    その他役員の異動(平成21年4月24日付予定） 

     ①昇格取締役候補 

                            サカイ  ユタカ 

       専務取締役管理本部長    酒 井  裕   （現 常務取締役管理統括部長） 

     ②退任取締役 

          ナカムラ  ヒロヨシ 

       中 村  弘 克    （現 専務取締役営業本部長） 

  (２)その他 

    該当事項はありません。 

５ 生産、受注及び販売の状況

前事業年度
(自平成19年2月1日
至平成20年1月31）

当事業年度
(自平成20年2月1日
至平成21年1月31）

金額(千円) 構成率 金額(千円) 構成率

％ ％

レストラン 1,929,430 52.0 1,982,176 53.5

宴会他 1,783,870 48.0 1,724,566 46.5

計 3,713,300 100.0 3,706,742 100.0

６ その他
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