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1.  22年1月期の業績（平成21年2月1日～平成22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 ％

22年1月期 3,492 △5.8 △53 ― △30 ― △50 ―
21年1月期 3,707 △0.2 54 △26.3 77 △14.8 74 △9.4

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 ％ ％ ％

22年1月期 △19.36 ― △1.5 △0.7 △1.5
21年1月期 28.46 ― 2.2 1.5 1.5
（参考） 持分法投資損益 22年1月期  ―百万円 21年1月期  25百万円

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

22年1月期 4,567 3,217 70.4 1,236.95
21年1月期 4,733 3,320 70.1 1,276.25
（参考） 自己資本  22年1月期  3,217百万円 21年1月期  3,320百万円

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

22年1月期 97 △27 △26 555
21年1月期 191 82 △476 511

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 26 35.1 0.8
22年1月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 26 ― 0.8
23年1月期 
（予想） ― 0.00 ― 10.00 10.00 118.2

3.  23年1月期の業績予想（平成22年2月1日～平成23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

1,731 △5.8 41 ― 52 297.1 50 498.0 19.22

通期 3,246 △7.1 3 ― 26 ― 22 ― 8.46
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は１５～１６ページ「重要な会計方針」、１７ページ「重要な会計方針の変更」及び「表示方法の変更」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、２６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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期 2,628,000株 21年1月期 2,628,000株
② 期末自己株式数 22年1月期 26,867株 21年1月期 26,681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。なお、業績の見通し等に関する事項は３ページ「１．経営成績(１)経営成績に関
する分析」をご覧ください。 
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当事業年度におけるわが国経済は、国内外の経済対策の効果などにより一部に景気の持ち直しが見ら

れるものの、円高やデフレによる企業収益の圧迫は引き続いており、雇用や設備投資を改善するには至

りませんでした。 

当飲食業界におきましては、消費者の節約志向の強まりに加え、新型インフルエンザの蔓延による来

客数の減少や、企業業績の悪化による法人の宴会需要の低迷など、マイナス要因が重なり非常に厳しい

状況下で推移しました。 

このような情勢下ではありましたが、当社は平成21年３月下旬から４月にかけて、お客様がより快適

に寛げる飲食スペースとして、東京文化会館店のレストランとカフェテラスのリニューアル工事を行い

ました。同年５月下旬には東急大井町線大岡山駅前に新設された東工大蔵前会館内にレストラン「ロイ

アルブルー精養軒」を出店いたしました。また、宴会減少分を補うため、夏期限定のビアガーデンの営

業期間を延長するほか、婚礼獲得の機会を積極的に広げるため、新たな婚礼プランを同年９月よりスタ

ートさせました。さらに、年末年始の「忘・新年会シーズン」に向け、ホームページやダイレクトメー

ルを中心に営業活動を促進し売上確保に努めました。 

この結果、当事業年度の売上高は3,492百万円（前年同期比：5.8％減）となりました。内部統制シス

テム構築の費用や新規出店およびリニューアル費用等がかさみ経常損失は30百万円（前年同期は経常利

益77百万円)、当期純損失は50百万円 (前年同期は当期純利益74百万円）となりました。 

次期の見通しといたしましては、雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続いており、景気対策の

効果も薄く、回復は極めてゆるやかであり、個人消費マインドは落ち込んだまま、先行きの見えない不

安定な情勢が続くものと思われます。 

なお、東京都美術館店は平成22年４月から約２年間、同美術館の大規模改修工事の為、閉店いたしま

す。また、東京国立博物館店も同年６月上旬から平成23年３月まで、同博物館の耐震補強工事の為、一

時閉店いたします。 

当社といたしましては、宴会部門の強化と経費削減に努めるほか、オリジナル商品の販売強化の一環

として、平成21年11月よりお歳暮ギフト限定で販売しておりました「上野精養軒 カレー・ハヤシセッ

ト」を、平成22年３月初旬より上野本店に販売コーナーを設け、常時取り扱いを始めました。今後は全

店舗販売に向けて整備を進めております。さらに、既存の売店商品の見直しを図り、ブランデーケーキ

を個別包装対応に改良したほか、新商品の「フールセック（クッキー）」の取り扱いを同年３月下旬よ

り始めます。 

次期（平成23年1月期）の業績は、売上高3,246百万円、営業利益３百万円、経常利益26百万円、当期

純利益22百万円を見込んでおります。 

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

  ②次期の見通し
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①資産、負債、純資産の状況 

  (資産) 

 当事業年度末における総資産は前事業年度末と比べ166百万円減少し4,567百万円となりました。流動

資産は117百万円増加の1,627百万円、固定資産は283百万円減少の2,940百万円となりました。  

流動資産の増加の主な要因は、長期預金100百万円が１年未満になり固定資産から流動資産へ移動し

たことによります。 

固定資産のうち有形固定資産は前事業年度末と比べ、68百万円増加し1,697百万円となりました。こ

の増加の主な要因は、４月の文化会館店リニューアルや、５月下旬に東急大井町線大岡山駅前に新設さ

れた東工大蔵前会館内にレストラン「ロイアルブルー精養軒」を出店等による設備投資233百万円が増

加した一方で、減価償却費を148百万円計上したことによるものです。無形固定資産は前事業年度末と

比べ、３百万円増加し５百万円となりました。この増加の主な要因は、ソフトウエア４百万円が増加し

た一方で、減価償却費を１百万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354百万円減少し、1,238百万円となりました。この減少の主

な要因は、投資有価証券の時価下落等により50百万円減少したことと、長期預金300百万円が減少した

ことによるものです。長期預金の減少は、200百万円が預入先の解約権行使により返金、また、100百万

円が返還期限が１年を切ったため、流動資産へ移動したことによるものです。 

(負債)  

 当事業年度末の負債合計は、前事業年度末と比べ63百万円減少し、1,350百万円となりました。 

流動負債は23百万円減少の322百万円、固定負債は41百万円減少の1,028百万円となりました。  

流動負債の減少の主な要因は、未払消費税等が20百万円減少したことによるものです。 

固定負債の減少の主な要因は、役員退職慰労引当金が27百万円減少と、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25百万円減少したことによるものと、その一方、退職給付引当金が11百万円

増加したことによるものです。  

(純資産)  

 当事業年度末の純資産は前事業年度末と比べ103百万円減少し、3,217百万円となりました。この減少

の主な要因は、当期純損失の計上で利益剰余金が76百万円減少し、その他有価証券評価差額金が26百万

円減少したことによるものです。  

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況  

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、555百万円となり前事業年度末

と比べ44百万円の増加となりました。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、97百万円となり前事業年度と比べ94百万円の減少となりました。こ

の減少の主な要因は、税引き後当期純利益が124百万円減少した一方で、退職給付引当金が41百万円増

加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、27百万円となり前事業年度と比べ109百万円の減少となりました。

この減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出194百万円の増加、前事業年度は有形固定資産

の売却による収入70百万円があっ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、26百万円となり、前事業年度と比べ450百万円増加となりました。

この主な要因は、前事業年度に行った社債(450百万円)の償還によるものです。 

(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 

平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期

自己資本比率 63.0 63.3 70.1 70.4

時価ベースの自己資本比率 49.6 48.6 43.1 45.4

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

52.7 43.3 56.8 ─
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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、中間配当金は見送りますが、期末配当金は10円を予定しておりま

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、最重要項目の一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。  

   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。  

 該当事項はありません。 

(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

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社は、宴会場・グリル・軽食堂・結婚式場を備えた上野店を始め、都内及び他県にレストラン等の

運営を主な事業内容としており、運営は当社のみで行っております。したがいまして、子会社及び関連

会社はなく、企業集団はありません。  

 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、今期下記の数値目標を達成すべく努力してまいります。上野本店他上野公園内の店 

 舗では、天候、各文化施設でのイベントにより業績が大きく左右しますが、売上、経常利益の向 

 上を目指してまいります。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店舗は、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。 

 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23年１月期

売上高 3,246百万円

経常利益 26百万円

当期純利益 22百万円

(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) その他、会社の経営上重要な事項
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7



4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,330,545 1,464,756

売掛金 107,105 96,467

原材料 29,845 24,112

貯蔵品 7,537 7,040

前払費用 39,046 33,621

未収消費税等 － 2,680

その他 101 1,012

貸倒引当金 △4,000 △2,200

流動資産合計 1,510,178 1,627,489

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,233,007 2,347,247

減価償却累計額 △1,312,506 △1,370,597

建物（純額） 920,501 976,650

構築物 62,658 62,658

減価償却累計額 △47,182 △49,672

構築物（純額） 15,476 12,986

機械及び装置 177,509 177,509

減価償却累計額 △166,109 △167,987

機械及び装置（純額） 11,400 9,522

車両運搬具 3,855 3,855

減価償却累計額 △3,672 △3,706

車両運搬具（純額） 183 149

工具、器具及び備品 361,191 402,868

減価償却累計額 △283,030 △308,811

工具、器具及び備品（純額） 78,161 94,057

土地 603,193 603,193

有形固定資産合計 1,628,914 1,696,557

無形固定資産   

借地権 1,512 1,512

電話加入権 511 511

ソフトウエア － 3,279

無形固定資産合計 2,023 5,302

投資その他の資産   

投資有価証券 646,472 939,406

関係会社株式 342,500 －

出資金 11,000 11,000

差入保証金 92,173 87,573

長期預金 500,000 200,000

その他 6,500 2,000

貸倒引当金 △6,500 △2,000

投資その他の資産合計 1,592,145 1,237,978

固定資産合計 3,223,082 2,939,837

資産合計 4,733,260 4,567,326
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 69,192 63,722

未払金 119,742 122,955

未払費用 70,202 68,974

未払法人税等 2,984 3,477

未払消費税等 19,670 －

預り金 22,947 22,709

賞与引当金 40,000 40,000

流動負債合計 344,737 321,837

固定負債   

退職給付引当金 805,168 815,873

役員退職慰労引当金 136,050 108,728

繰延税金負債 118,232 93,431

その他 9,131 9,992

固定負債合計 1,068,581 1,028,024

負債合計 1,413,318 1,349,861

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金   

資本準備金 4,330 4,330

資本剰余金合計 4,330 4,330

利益剰余金   

利益準備金 32,850 32,850

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 109,224 32,850

利益剰余金合計 3,032,074 2,955,700

自己株式 △20,198 △20,337

株主資本合計 3,147,606 3,071,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172,336 146,372

評価・換算差額等合計 172,336 146,372

純資産合計 3,319,942 3,217,465

負債純資産合計 4,733,260 4,567,326
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 3,706,742 3,492,229

売上原価   

当期製品製造原価 1,609,398 1,544,902

売上原価合計 1,609,398 1,544,902

売上総利益 2,097,344 1,947,326

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 ※1  2,043,427 ※1  2,000,046

営業利益又は営業損失（△） 53,917 △52,720

営業外収益   

受取利息 7,155 6,795

受取配当金 11,465 8,163

雑収入 7,828 7,496

営業外収益合計 26,448 22,453

営業外費用   

社債利息 3,365 －

営業外費用合計 3,365 －

経常利益又は経常損失（△） 77,000 △30,266

特別利益   

投資有価証券売却益 1,023 －

貸倒引当金戻入額 4,500 4,500

固定資産売却益 49 －

特別利益合計 5,572 4,500

特別損失   

固定資産除却損 ※２  115 ※２  10,810

減損損失 ※３  5,989 ※３  11,285

投資有価証券評価損 210 －

特別損失合計 6,314 22,095

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 76,258 △47,861

法人税、住民税及び事業税 2,230 2,500

法人税等合計 2,230 2,500

当期純利益又は当期純損失（△） 74,028 △50,361
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(注)※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

  

 
  

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 

  

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費

 １ 期首原材料棚卸高 26,008 29,845

 ２ 当期原材料仕入高 839,498 774,571

合計 865,506 804,416

 ３ 期末原材料棚卸高 29,845 835,661 51.9 24,112 780,304 50.5

Ⅱ 労務費 558,855 34.7 552,991 35.8

Ⅲ 経費 ※１ 214,882 13.4 211,607 13.7

当期製品製造原価 1,609,398 100.0 1,544,902 100.0

項目

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

金額(千円) 金額(千円)

水道光熱費 100,233 93,327

減価償却費 15,211 17,018

賃借料 63,938 62,993

㈱精養軒(9734)平成22年1月期決算短信(非連結)

11



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 131,400 131,400

当期末残高 131,400 131,400

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,330 4,330

当期末残高 4,330 4,330

資本剰余金合計   

前期末残高 4,330 4,330

当期末残高 4,330 4,330

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 32,850 32,850

当期末残高 32,850 32,850

その他利益剰余金   

前期末残高 2,890,000 2,890,000

当期末残高 2,890,000 2,890,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 61,211 109,224

剰余金の配当 △26,015 △26,013

当期純利益 74,028 △50,361

当期変動額合計 48,013 △76,374

当期末残高 109,224 32,850

剰余金の配当 △26,015 △26,013

当期純利益 74,028 △50,361

当期変動額合計 48,013 △76,374

前期末残高 2,984,061 3,032,074

当期変動額   

剰余金の配当 △26,015 △26,013

当期純利益 74,028 △50,361

当期変動額合計 48,013 △76,374

当期末残高 3,032,074 2,955,700

自己株式   

前期末残高 △20,007 △20,198

当期変動額   

自己株式の取得 △191 △140

当期変動額合計 △191 △140

当期末残高 △20,198 △20,337
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 3,099,784 3,147,606

当期変動額   

剰余金の配当 △26,015 △26,013

当期純利益 74,028 △50,361

自己株式の取得 △191 △140

当期変動額合計 47,822 △76,513

当期末残高 3,147,606 3,071,093

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 247,430 172,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,094 △25,964

当期変動額合計 △75,094 △25,964

当期末残高 172,336 146,372

評価・換算差額等合計   

前期末残高 247,430 172,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,094 △25,964

当期変動額合計 △75,094 △25,964

当期末残高 172,336 146,372

純資産合計   

前期末残高 3,347,214 3,319,942

当期変動額   

剰余金の配当 △26,015 △26,013

当期純利益 74,028 △50,361

自己株式の取得 △191 △140

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,094 △25,964

当期変動額合計 △27,271 △102,477

当期末残高 3,319,942 3,217,465
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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（△） 76,258 △47,861

減価償却費 134,525 148,610

減損損失 5,989 11,285

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,000 △6,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,171 10,705

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,355 △27,322

受取利息及び受取配当金 △18,620 △14,958

固定資産除却損 115 7,842

社債利息 3,365 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,023 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,002 10,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,702 6,230

差入保証金の増減額（△は増加） 6,588 4,600

仕入債務の増減額（△は減少） △3,382 △5,470

未払金の増減額（△は減少） △4,702 1,736

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,144 △19,670

未払費用の増減額（△は減少） 4,624 △1,228

その他 1,209 5,204

小計 179,286 84,042

利息及び配当金の受取額 18,620 14,958

利息の支払額 △3,381 －

法人税等の支払額 △3,347 △1,529

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,177 97,471

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 △1,120,000 △910,000

定期預金の払戻による収入 1,170,000 1,120,000

有形固定資産の取得による支出 △38,282 △231,928

有形固定資産の売却による収入 70,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △4,065

投資有価証券の売却による収入 1,431 －

投資有価証券の取得による支出 △1,389 △1,199

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,759 △27,192

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △450,000 －

配当金の支払額 △26,126 △25,928

その他 △191 △140

財務活動によるキャッシュ・フロー △476,317 △26,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,381 44,211

現金及び現金同等物の期首残高 713,926 510,545

現金及び現金同等物の期末残高 510,545 554,756
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 該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22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。 ──────────

(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。)

(2) 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

原材料、貯蔵品は先入先出法による原価法(収益

性の低下による簿価切下げの方法)によっておりま

す。

(会計方針の変更)

当事業年度から平成18年７月５日公表の「棚卸資

産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会

企業会計基準第９号)を適用し、評価基準について

は、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。

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

(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
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前事業年度

(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度

(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

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、支給見込額に

基づき当事業年度分を計上しております。

(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、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
──────────

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
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

────────── (リース取引の処理方法)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日改

正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月

30日改正)が平成20年４月１日以後開始する会計年

度に係る財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却費の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

────────── (損益計算書)

EDINETへのXBRL導入に伴い、前事業年度において

「売上高」、「その他の売上高」として掲載された

ものは、当事業年度から「売上高」として掲載して

おります。

なお、前事業年度の「売上高」、「その他の売上

高」は、3,292,019千円、414,723千円、また、当事

業年度は、それぞれ3,111,141千円、381,088千円で

あります。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22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 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。

 

※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 889,038千円

福利厚生費 96,153千円

水道光熱費 28,820千円

賃借料 217,200千円

退職給付費用 26,783千円

減価償却費 131,592千円

   なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割

合は約80％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。

工具器具及び備品 115千円

※２ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。

建物 6,586千円

工具器具及び備品 1,256千円

固定資産撤去費用 2,968千円

合計 10,810千円

 

※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。

 

※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 店舗
建物

11,285千円工具器具及び備品
その他

合計 11,285千円

   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8,109千円、工具器具及び備品
1,903千円、リース資産1,273千円であります。

    なお、当資産グループの回収可能価額は、正味
売却価額により測定し、正味売却価額は売却予定
価額等により算定しております。
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前事業年度(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 

 
  

当事業年度(自 平成21年２月１日 至 平成22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22年４月28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) 26,467 214 ─ 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

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

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) 26,681 186 ─ 26,867

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21年４月24日 
定時株主総会

普通株式 13,007 5 平成21年１月31日 平成21年４月27日

平成21年９月14日 
取締役会

普通株式 13,006 5 平成21年７月31日 平成21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22年４月28日 
定時株主総会予定

普通株式 繰越利益剰余金 13,006 5 平成22年１月31日平成22年４月30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 1,330,545千円

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
 

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 1,464,756千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △910,000千円

現金及び現金同等物 554,756千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22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 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。

 

１．ファイナンス・リース取引(貸主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 ①リース資産の内容

(ア)有形固定資産
  該当事項ありません。
(イ)無形固定資産
  該当事項ありません。
②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針の変更「リース取引の処理方法」

に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成21年1月31日以前の

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、その内容は以下

のとおりであります。

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 3,150千円

減価償却累計額相当額 1,208千円

期末残高相当額 1,942千円

 (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 2,036千円

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。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 630千円

１年超 1,312千円

合計 1,942千円

 (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 1,165千円

減価償却費相当額 1,165千円

 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 

  

 
 (注)   表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において時価のある株式について減損

処理を行い、投資有価証券評価損210千円を計上しております。 

  

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 94,110 △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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当事業年度(平成22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 

  

 
 (注)   表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

４ 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 

  

 
  

 前事業年度(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。 

 当事業年度(自 平成21年２月１日 至 平成22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。 

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 87,730 △12,270

計 100,000 87,730 △12,270

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 104,401 360,176 255,775

小計 104,401 360,176 255,775

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 52,051 36,080 △15,971

小計 52,051 36,080 △15,971

合計 156,452 396,256 239,804

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

非上場株式 443,150

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

(デリバティブ取引関係)
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前事業年度(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おります。 

  

当事業年度(自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日) 

  (追加情報) 

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委

員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準協会

企業会計基準第13号)を適用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１ 関連当事者との取引 

(1)財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(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おります。 

  

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22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 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

──────────

(関連当事者情報)

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

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
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(％)

関連当事者との関係

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

主要 
株主

福島ビル㈱
東京都 
中央区

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

敷金の差入
 

 
32,088 

 

─

 
─ 
 

差入 
保証金

─ 
 

10,590
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年１月31日)

当事業年度 
(平成22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

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 24,190 〃

  投資有価証券評価損 21,402 〃

  賞与引当金損金算入 16,276 〃

  貸倒引当金損金算入 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
 

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

331,979千円

 減損損失 51,677 〃

 役員退職慰労引当金 44,241 〃

 税務上の繰越欠損金 57,911 〃

 自己株式評価損 24,190 〃

 投資有価証券評価損 21,402 〃

 賞与引当金損金算入 16,276 〃

 貸倒引当金損金算入 1,429 〃

 その他 11,393 〃

   繰延税金資産小計 560,497千円

 評価性引当額 △560,497 〃

   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 97,576千円

   繰延税金負債合計 97,576千円

 繰延税金負債の純額 97,576千円

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

6.4％

 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％

 

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

当事業年度については、当期純損失であるため
記載を省略しました。
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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20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22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 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

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 861,902千円

② 未認識数理計算上の差異 55,923 〃

③ 年金資産 101,952 〃

④ 退職給付引当金 815,873千円

 

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

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 36,847千円

② 利息費用 16,799 〃

③ 期待運用収益 △1,870 〃

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △5,578 〃

⑤ 臨時に支払った割増退職金等 1,500 〃

⑥ 退職給付費用 47,698千円

 

 

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及び１株当たり当期純損失 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

 
１株当たり純資産額 1,276.25円

 
１株当たり純資産額 1,236.95円

 
１株当たり当期純利益 28.46円

 
１株当たり当期純損失 19.36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、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。

前事業年度
(平成21年１月31日)

当事業年度
(平成22年１月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,319,942 3,217,465

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,319,942 3,217,465

期末の普通株式の数(株) 2,601,319 2,601,133

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

当期純利益（△は当期純損失）(千円) 74,028 △50,361

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 
（△は当期純損失）(千円)

74,028 △50,361

普通株式の期中平均株式数(株) 2,601,404 2,601,238

㈱精養軒(9734)平成22年1月期決算短信(非連結)

26



    該当事項はありません。 

  

 部門別販売実績 

 
従来、レストラン売上の一部を宴会他に含めて計上しておりましたが、当事業年度よりレストラン

売上はレストランへ計上しております。なお、前事業年度と同条件の場合、当事業年度の内訳はレス

トラン1,907,558千円(構成率54.62％)、宴会他1,584,671千円(構成率45.38％)となります。 

①代表者の異動(平成22年４月28日付予定) 

    １．新代表取締役候補    

   代表取締役社長       酒 井  裕   (現 専務取締役管理本部長) 

  ２．退任予定代表取締役   

   取締役相談役        永 岡  公   (現 代表取締役社長) 

②その他の役員の異動(平成22年４月28日付予定) 

  １．昇任取締役候補  

   常務取締役(管理部長)    横 溝  孝 典 (現 取締役総務部長)  

 ２．新任監査役候補  

   常勤監査役         横 溝  良 和 

 該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

１ 生産、受注及び販売の状況

前事業年度
(自平成20年2月1日
至平成21年1月31）

当事業年度
(自平成21年2月1日
至平成22年1月31）

金額(千円) 構成率 金額(千円) 構成率

％ ％

レストラン 1,982,176 53.5 2,110,061 60.4

宴会他 1,724,566 46.5 1,382,168 39.6

計 3,706,742 100.0 3,492,229 100.0

２ その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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