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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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2月期 32,652 △5.2 256 ― 52 ― 46 ―
21年2月期 34,444 13.2 △164 ― △503 ― △2,191 ―

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2月期 623.84 ― 0.5 0.2 0.8
21年2月期 △29,902.68 ― △21.8 △1.6 △0.5

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 28,024 10,164 35.9 87,237.25
21年2月期 29,346 9,288 31.2 124,842.59

（参考） 自己資本   22年2月期  10,057百万円 21年2月期  9,150百万円

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2月期 2,001 △1,805 △1,018 2,456
21年2月期 1,793 △2,413 △463 3,279

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

1.上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、
実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知下さい。 

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 
連結累計期間

16,218 △5.1 204 △6.9 70 △38.3 41 △78.7 362.64

通期 31,822 △2.5 474 85.2 204 286.4 121 160.2 1,053.00
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、29ページ（７）【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 116,495株 21年2月期 74,495株
② 期末自己株式数 22年2月期  1,202株 21年2月期  1,202株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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2月期 612 △45.0 259 △62.2 378 △31.3 97 ―
21年2月期 1,112 2.0 687 △6.7 551 7.0 △990 ―

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
円 銭 円 銭

22年2月期 1,302.65 ―
21年2月期 △13,508.46 ―

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2月期 22,919 10,013 43.7 86,823.37
21年2月期 23,935 9,084 37.8 123,498.87

（参考） 自己資本 22年2月期  10,010百万円 21年2月期  9,051百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、
実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知下さい。 

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

306 0.0 112 △8.2 173 △12.0 173 △15.2 1,506.80

通期 612 0.0 229 △11.8 351 △7.0 351 261.1 3,051.41
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当連結会計年度におけるわが国経済は、円高やデフレによる企業収益の圧迫が続いており、雇用や設

備投資を改善するには至っていないものの、緊急経済対策の効果などを背景に一部に景気の持ち直しが

みられました。 

 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、企業業績の悪化による法人需要の低

迷など、非常に厳しい状況下で推移しました。 

このような環境下、当社グループは「選択と集中・原点回帰」をキーワードとし、業務委託店舗数約

600 店舗という経営資源を誇る主力事業「店舗運営事業」を核とした事業戦略を展開すると同時に、不

採算取引先との取引見直し、労務費・人件費の削減などを中心とした大規模な経営改善プロジェクトを

推進してまいりました。 

この結果、当連結会計年度における業績は、売上高が、32,652百万円（対前年同期比5.2％減）、経

常利益が52百万円（前連結会計年度は503百万円の経常損失）、当期純利益は46百万円（前連結会計年

度は当期純損失2,191百万円）となり、３期ぶりの 終利益を確保するに至りました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

なお、当第３四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの「プライベート・エクイティ事

業」を「資産管理事業」へ、「店舗不動産事業」を「店舗管理事業」にそれぞれ名称変更しておりま

す。事業実態により適した名称への変更であり、セグメント区分に変更はありません。 

店舗運営事業におきましては、時代にマッチした業態での出店が進み、安定した顧客基盤を有して

おります。業務委託型店舗につきましては、業態の好不調により店舗ごとに顧客の入替えは相応にあ

るものの、今後も安定した出店推移が見込まれ、当社グループにおける主要事業として売上・利益に

寄与する見込みであります。 

 この結果、店舗運営事業の当連結会計年度における売上高は、26,942百万円、営業利益は、88百万

円となりました。なお、当連結会計年度におきましては、一部大型店の契約の切り替えがあったこと

により利益面を押し下げたものの、その影響は一時的なものであります。 

店舗総合サービス事業におきましては、与信管理に重点をおいた政策に転換しており、前連結会計

年度に比して減収となりました。 

 この結果、店舗総合サービス事業の当連結会計年度における売上高は、71百万円、営業損失は、

111百万円となりました。 

店舗管理事業におきましては、不動産市況が軟弱となる中で当社グループの持つ情報網を駆使し高

い入居率を維持することにより、安定的な収益を確保できました。 

 この結果、店舗管理事業の当連結会計年度における売上高は、345百万円、営業利益は、247百万円

となりました。 

資産管理事業におきましては、２銘柄の有価証券の売却により30百万円の売却益を確保しました

が、保有有価証券の評価を厳格に行い７百万円の評価損を計上いたしました。 

 この結果、資産管理事業の当連結会計年度の売上高は、247百万円、営業損失は、47百万円となり

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 店舗運営事業

② 店舗総合サービス事業

③ 店舗管理事業

④ 資産管理事業
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ました。 

店舗コンサルティング事業におきましては、平成20年12月より寿司チェーンをグループ化したこと

により売上は伸長しているものの、消費低迷の影響を受け、収益の確保には至りませんでした。しか

しながら、同寿司チェーンにおいてはコスト削減を始めとする業務改革が大きく進んでおり、今後は

当社グループの収益に寄与していく見込みです。 

この結果、店舗コンサルティング事業の当連結会計年度における売上高は、5,046百万円、営業損

失は、186百万円となりました。 

  

 
 

 当連結会計年度におきましては、「選択と集中、原点回帰」をキーワードに、経営資源を当社グルー

プで も競争力がある店舗運営事業に集中し、資本効率の 大化を図ってまいりました。 

 外食産業においては、居抜き形態での店舗出店が拡大傾向にあり、当社グループの潜在顧客数も依然

高水準で推移するものと思われます。次期につきましても、当社グループは引き続き店舗運営事業へ経

営資源を集約することにより、利益率の向上、ロス・経費・在庫の削減を図ると同時に、人材投入およ

び設備投資など経営資源の傾斜的配分を行うことにより、収益基盤の拡充に注力してまいります。以上

の方針のもとに売上31,822百万円、 終利益121百万円を目指してまいります。 

  

  

⑤ 店舗コンサルティング事業

(2) 次期の見通し

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

平成23年２月期 31,822百万円 474百万円 204百万円 121百万円 1,053.00円

平成22年２月期 32,652百万円 256百万円 52百万円 46百万円 623.84円

伸長率 △2.5％ 85.2％ 286.4％ 160.2％ ─
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,322百万円減少し、28,024百万円となりま

した。主に現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ2,198百万円減少し、17,859百万円となりました。主に借入金の減

少によるものであります。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ875百万円増加し、10,164百万円となりま

した。主に平成22年２月に実施した第三者割当増資によるものであります。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ37,605.34円減少し、87,237.25円となり、自己資本比

率は前連結会計年度末の31.2％から4.7ポイント改善し35.9％となりました。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ823百万円減少

し、2,456百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

当連結会計年度における税金等調整前当期純利益が41百万円、減価償却費1,559百万円となった一

方、売上債権の増加655百万円となったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,001百

万円の収入となりました。 

当連結会計年度における有形固定資産の取得による支出2,081百万円及び業務委託型店舗資産の取得

による支出606百万円、有形固定資産の売却による収入439百万円となったこと等により、投資活動によ

るキャッシュ・フローは、1,805百万円の支出となりました。 

当連結会計年度における短期借入による収入1,530百万円及び長期借入による収入1,560百万円、 

株式発行による収入861百万円となったものの、長期借入金の返済による支出4,994百万円となったこと

等により、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,018百万円の支出となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）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全ての負債 

    を対象としています。 

(3) 財政状態に関する分析

（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）

平成19年2月期 平20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期

自己資本比率（％） 47.8 32.7 31.2 35.9

時価ベースの自己資本比率（％） 68.6 16.9 4.9 8.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― ― 8.6 6.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 6.2 7.5
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当社の利益配分に関する基本方針は、【株主様への期間収益の還元】、【内部留保の確保】、【配当

性向】等を総合的に考慮の上、成果の配分を行うことを基本方針としております。 

 当期におきましては、前期に続き非常に厳しい経営環境の中、財務体質の健全性を維持するととも

に、生産性の向上およびコスト低減に取り組んでまいりました。 

 その結果、経常利益が52百万円（前連結会計年度は503百万円の経常損失）、当期純利益は46百万円

（前連結会計年度は当期純損失2,191百万円）の黒字化となりました。 

 当期および次期の配当につきましては、今後の積極的な出店計画および財務体質の改善を 優先課題

とし無配とさせていただく予定であります。 

  

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断した

ものであります。 

①店舗運営事業のリスクについて 

店舗のデフォルトリスクについて当社グループは、これまで蓄積してきたビジネスノウハウを基に人

物（事業主の資質）及びスタッフの検証、物件の価値と流通性、投下資本効率、事業主の資産等を独自

の審査基準で総合的に判断し、収益が上がるとみられる店舗を対象に業務委託型店舗等の形で資金を投

下しております。 

 また、当社グループは、業務委託型店舗等で店舗の経営権を獲得している以上、各店舗のリスクを早

めに管理することが重要であると考えております。具体的なリスク管理体制は以下のとおりです。 

a) 開業に際して、多面的なシミュレーションを行い、目標月間売上高を事業主とともに策定し、検証

いたします。開業後は当該店舗の月間売上が目標に達しない場合、速やかに当該店舗に出向き実態調

査を行います。 

b) 各店舗に１ヶ月に１回、定期的に月間報告書の提出を義務付け、各店舗の人件費および材料費を記

載する欄を設けることで、各店舗の毎月の損益をより詳細に把握しております。 

c) 営業日毎に提出する業務日報にはレジジャーナルを添付することとし、売上の信憑性を確認するな

ど、店舗売上が当社グループに全額入金されているかどうかについてもチェックを行います。 

d) 当社グループが経営する店舗を好調な店舗と不調な店舗とに分類し当該店舗が、何故、好調なの

か、或いは、何故、不調なのか、それぞれの要因分析を行います。この結果をフィードバックするこ

とでリスクを未然に防止する一助としております。 

以上のとおり当社グループは独自のリスク管理体制を採用しておりますが、仮に業務委託先が破綻し

た場合、契約を解除して新たな業務委託先を見つけるまでの間、又は、直営で事業を開始するまでの

間、当社グループは家賃支払負担のみが発生することとなります。このような状況が重なった場合、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

②店舗総合サービス事業のリスクについて 

当社グループは店舗総合サービス事業を展開しております。当該事業におきましては、当社グループ

が店舗什器・内装・厨房機器・ポスレジ等を割賦（又はレンタル）で飲食店の事業主に販売（又はレン

タル）する独自のシステムを採用しております。 

 当社グループでは、独自の審査基準、保証人の設定、割賦手数料の徴収等の対応策を採ることで、リ

スク回避に努めておりますが、デフォルト（債務不履行）のリスクは皆無ではありません。デフォルト

となった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③店舗管理事業のリスクについて 

当社グループは主に飲食業を対象とした賃借事業を行っておりますが、当該事業は、地価・賃料相

場・景気等に著しい変化が生じた場合には業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

④資産管理事業のリスクについて 

当社グループは資産管理事業を展開しております。当該事業におきましては、保有株式の売却による

キャピタルゲインが主な収益源で、これは経済環境・政治情勢・新規公開市場を含む株式市場全般の動

向等に大きな影響を受けます。これらコントロールの及ばない外部要因によって当社グループが期待す

る水準、時期もしくは方法で保有株式を売却できない状況により、当社グループの業績に影響を与える

(5) 事業等のリスク
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可能性があります。 

⑤店舗コンサルティング事業のリスクについて 

当社グループは、直営店運営を行っておりますので、自然災害や異常気象などにより、米や野菜の収

穫に深刻な影響が出た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、輸入食材や容器等について、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等の家畜の疫病の影響等による輸入制

限等や海外の政治、経済情勢の変化にともなう為替相場の大幅な変動等による仕入価格の高騰が発生し

た場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥他社との競合リスクについて 

当社グループは、飲食店の開業を支援する店舗流通のパイオニアとして中古店舗を中心に仕入を行

い、開業者とマッチングを行っております。このような「新しい店舗流通マーケット」を創造する過程

で、業務委託型店舗など飲食店の事業主と共に発展・成長するための各種ツールを提供しており、今後

は新規に参入してくる業者が増える可能性があります。 

 その場合、当社グループとしては、これまでのノウハウを活かした質の高いサービスを提供すること

で差別化を図る所存ですが、それが十分にできない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

⑦人材の確保に関わるリスクついて 

当社グループは、飲食店業界を熟知したエキスパートが業務委託型店舗等の商品を提案することで、

飲食店の事業主と共に発展・成長することを基本としておりますが、その過程で数多くのノウハウを蓄

積してきております。こうしたノウハウの蓄積が人材の流出と共に失われる場合、当社グループの事業

展開が制約される可能性があります。 

⑧法的規制に関わるリスクついて 

a) 「宅地建物取引業法」等による規制について 

当社連結子会社のＴＲＮアセッツ株式会社は、不動産関連業界に属し、当該業界における物件の不動

産取引については、「宅地建物取引業法」等の法的規制があります。同社は不動産流通業者としてこの

法的規制を受けており、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産取引業務等を行っておりま

す。そのため、関連する法律の改廃や新たな法的規制の新設によっては当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

b) 「食品衛生法」による規制について 

当社グループが直接経営する直営店舗における事業は、食品の企画・添加物・衛生管理・営業許可な

どを定めた「食品衛生法」及び関連する法的規制を受けております。したがって、これらの法的規制等

の改廃、または新たな法律等の制定により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  当社グループは直営店舗スタッフに対して、安全衛生に関する十分な訓練を行い、安全衛生管理レベ

ルの向上に努めております。 

 このような当社グループの取り組みにもかかわらず、当社グループの直営店舗において、食中毒等の

健康被害が発生した場合、営業停止等の行政処分、被害者からの損害賠償請求、当社グループの信用力

低下等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑨自然災害等に関わるリスクについて 

地震等の自然災害によって、当社グループの店舗・設備等に多大な損害を被る可能性があります。ま

た、営業の中断による売上の減少や、店舗・設備の修復等により、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。 
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⑩財政状態に関するリスク 

当社グループは、事業拡大のための資金の多くを金融機関からの借り入れにより調達しており、借入

金総額は自己資本に対して高い比率にあります。当社グループでは、金利上昇によるリスクを軽減する

ための施策は講じておりますが、今後、有利子負債の削減を進め財務体質の強化に努めてまいります。

しかしながら、急激で大幅な金利変動が生じた場合には、支払利息の増加等、当社グループの業績及び

財政状況に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの借入金の一部には財務制限条項が付

されており、当社グループの今後の業績悪化等により当該財務制限条項に抵触した場合には、当社グル

ープの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当第３四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの「プライベート・エクイティ事業」を「資産

管理事業」へ、「店舗不動産事業」を「店舗管理事業」にそれぞれ名称変更しております。事業実態により

適した名称への変更であり、セグメント区分に変更はありません。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは創業以来、『出店から退店までのワンストップサービス』を信条とし、飲食経営を志

す方々の『夢』のお手伝いをさせていただくために、付加価値の高いオンリーワンのサービスの提供を

目指しております。 

 また、経営理念として『業務委託型店舗を軸として、飲食事業を営む方々に様々なチャンスを提供

し、飲食業界の新たなインキュベーターを目指します。』を改めて掲げるとともに、以下の４項目を経

営方針として定めております。 

①顧客中心 

常にお客様を中心に考え、お客様が望まれるサービス、商品を提供し、お客様との信頼関係を構築いた

します。 

②相互発展 

お客様や事業パートナーの方々と夢と感動を共有し、共に発展することを目指します。 

③自己実現 

自由闊達な社風を通じ、社員の自己実現を可能にする環境を創造します。 

④社会貢献 

当社グループ独自のビジネスモデルを通じ、飲食業における総合的なサポートを行い、飲食業界の発展

に貢献します。 

  

当社グループでは経常利益に重点を置き、出店店舗の投資効率、投下資本利回りを個々にチェック、

検証しております。今後も投下資本利回りを常に意識して企業価値を高めるべく、継続的に投資活動を

行っていく所存であります。 

  

当社グループは、『出店から退店までのワンストップサービス』をお客様に提供することにより、そ

のビジネスフィールドを拡大してまいりました。しかしながら、昨今の大幅な景気後退局面の中で事業

環境、金融環境が厳しい情勢にあることから、事業ドメインを、現在の各事業部門が全体の業績に対し

て寄与している度合いに応じ見直すことといたしました。その一環として、「選択と集中、原点回帰」

の方針の下、店舗運営事業を核とした事業戦略を展開することにより当社グループの企業価値の向上を

図っております。 

事業セグメント別の経営戦略は次のとおりです。 

①店舗運営事業 

 現在、店舗運営事業の出店店舗数は約600店となっております。今後の年間業務委託店舗数の純増加

目標を70店～80店とします。また、既存店のフォローに注力することで、中長期的には1,000店舗規模

を目指してまいります。 

 約600店の業務委託店の運営につきましては、今までは店舗の供給面からのサービスとなっておりま

したが、今後はグループ企業を通じた内装・資材・食材・人材・メニュー開発等の提案も行うことによ

り、お客様の満足度を向上させることを目指します。 

②店舗総合サービス事業・店舗コンサルティング事業 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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店舗総合サービス事業につきましては、店舗内装工事や厨房機器のリース会社斡旋や自社割賦等のフ

ァイナンス機能提供に独自性を発揮してまいりましたが、金融情勢の変化を踏まえ、回収管理を中心と

した与信管理に重点を置くことといたします。 

 店舗コンサルティング事業につきましては、新規業態を開発して直営店として新規出店を行い、一定

の実績を示した上で、新業態保有を希望される飲食業経営者の方に提供してまいりましたが、平成20年

12月に民事再生手続を申請しておりました、株式会社びっくり本舗より41店舗の寿司チェーン店を営業

譲渡により取得いたしております。店舗コンサルティング事業部門では、既存の直営店舗は売却を進め

て、経営資源をびっくり寿司チェーンの運営に集中することで、早期に収益回復を目指してまいりま

す。 

 なお、当社グループでは、店舗コンサルティング事業で蓄積した業態開発や直営店運営のノウハウ、

食材・資材の仕入ルートなどの機能を保有しており、今後は、これらのノウハウ・機能を、店舗運営事

業における業務委託店舗のお客様に対してもご提案を行なってまいります。 

③店舗管理事業・資産管理事業 

店舗管理事業におきましては、保有不動産のバリューアップを行い、入居していただくお客様に喜ば

れる店舗造りを行いました。今後も当社グループの持つ情報網を駆使し高い入居率を維持することによ

り不動産賃貸収入を安定的に確保する体制を維持してまいります。 

 資産管理事業におきましては、今後新規投資は行わず保有有価証券の現金化に努めてまいります。 

  

当連結会計年度における日本経済の景気後退により、消費者の生活防衛意識の高まりから当社グルー

プの主要な顧客層である飲食業界の経営環境は厳しさが増しております。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、飲食店の出退店を支援する店舗流通業界のパイオ

ニアとして、飲食店の経営効率化に貢献する役割を担うと同時に、「新たな飲食マーケット（店舗流通

マーケット）」を創造する過程で業務委託型店舗、開業サポートなど付加価値の高い各種ツールを提

供・拡販し、持続的成長を目指してまいります。また、飲食店舗の退店が急増しておりますが、当社グ

ループの事業における飲食店舗の取得の面からは、更に飛躍するチャンスとなっております。店舗取得

につきましては、立地、人の流れ、物件に対する規制などあらゆる角度から検討し、中古店舗の商品化

を進めてまいります。 

 以上を実現し、企業価値を一層高めてゆくために、引き続き次の３項目を業務の中核に据えてまいり

ます。 

①責任の明確化、意思決定の迅速化および管理体制の強化 

②財務基盤の強化 

③グループ戦略の見直し 

①につきましては、当社グループの各事業部門への権限の委譲による意思決定のスピードアップ及び

グループ全体の経営について統一的かつ戦略的な意思決定が必要となっております。このような視点の

もと、当社が持株会社として、内部統制に関わる基本方針の再構築、グループ全体の戦略の策定、経営

資源の配分、子会社の業務執行チェック機能を担い、また、全社で情報の共有を推進することで、企業

価値の極大化を目指しております。 

そのためにも、全社での業務改善およびコスト低減を徹底的に追求することが重要な課題であると認

識しております。 

(4) 会社の対処すべき課題
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②につきましては、各事業部門の効率化を進めることで、営業キャッシュ・フローを改善するととも

に、資産効率の面から投資資産の見直しを進め流動性を確保しつつ、安定的な間接調達の基盤を維持

し、金利変動による収益への影響を回避するＡＬＭ戦略の充実を図ってまいります。 

③につきましては、高収益安定企業の早期実現を図るため、経営資源の選択と集中を徹底して推し進

め、収益力の向上を目指すことが急務であると認識しております。そのために、主力事業である「店舗

運営事業」への原点回帰を行うことにより、利益率の向上、ロス・経費・在庫の削減を図ると同時に、

人材投入および設備投資など経営資源の傾斜的配分を行うことにより、収益基盤の拡充に注力してまい

ります。 

  

１．第三者割当増資 

平成22年１月29日開催の当社取締役会において、株式会社ハークスレイを割当先とした第三者割当増

資について決議し、平成22年２月16日に払込手続が完了しました。 

（1）新株式の発行要項 

①発行新株式数 普通株式 42,000株 

 ②発行価額 １株につき 20,500円 

 ③発行価額の総額 861,000,000円 

 ④資本組入額 １株につき 10,250円 

 ⑤資本組入額の総額 430,500,000円 

 ⑥申込日 平成22年２月16日(火) 

 ⑦払込期日 平成22年２月16日(火) 

 ⑧割当先及び割当株式数 ㈱ハークスレイ 42,000株 

（2）資金の使途 

本件第三者割当による資金の使途は、全額を業務委託店舗の新規出店への資金に充当する予定であり

ます。 

 また、支出時期までの資金管理につきましては、当社普通預金口座で管理する予定であります。 

  

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,379,890 2,456,704

受取手形及び売掛金 1,173,173 1,828,764

営業投資有価証券 402,061 423,573

営業貸付金 255,139 235,017

商品及び製品 － 522

原材料及び貯蔵品 － 20,914

たな卸資産 43,678 －

繰延税金資産 480 71,549

預入金 1,040,268 －

その他 1,366,691 1,051,077

貸倒引当金 △123,273 △135,703

流動資産合計 7,538,110 5,952,421

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 2,511,789 ※2 2,300,453

減価償却累計額 △181,119 △216,746

建物（純額） 2,330,670 2,083,706

店舗固定資産 ※4 7,704,500 ※4 9,044,501

減価償却累計額 ※4 △2,394,839 ※4 △3,423,227

店舗固定資産(純額） ※4 5,309,661 ※4 5,621,273

土地 ※2 6,327,366 ※2 6,327,366

建設仮勘定 35,800 －

その他 213,380 156,523

減価償却累計額 △119,577 △114,881

その他（純額） 93,803 41,641

有形固定資産合計 14,097,301 14,073,989

無形固定資産

のれん 519,578 512,103

その他 42,336 45,767

無形固定資産合計 561,915 557,870

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 318,002 250,439

繰延税金資産 420,440 467,738

業務委託型店舗資産 ※5 5,077,422 ※5 5,178,285

その他 2,211,908 2,419,802

貸倒引当金 △878,332 △876,499

投資その他の資産合計 7,149,441 7,439,766

固定資産合計 21,808,658 22,071,626

資産合計 29,346,768 28,024,047
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 191,483 141,440

短期借入金 ※2 4,688,580 ※2 4,785,400

1年内償還予定の社債 120,000 155,000

未払金 1,710,981 1,331,112

未払法人税等 75,624 92,586

賞与引当金 29,133 20,644

債務保証損失引当金 290 89

店舗撤退損失引当金 － 40,601

その他 1,261,780 1,109,470

流動負債合計 8,077,873 7,676,344

固定負債

社債 120,000 197,500

長期借入金 ※2 10,523,750 ※2 8,469,400

長期預り金 1,263,331 1,468,690

その他 73,546 47,863

固定負債合計 11,980,628 10,183,453

負債合計 20,058,501 17,859,798

純資産の部

株主資本

資本金 4,903,710 5,334,210

資本剰余金 4,764,930 5,195,430

利益剰余金 △232,916 △186,259

自己株式 △285,234 △285,234

株主資本合計 9,150,489 10,058,146

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △402 △302

評価・換算差額等合計 △402 △302

新株予約権 32,912 3,344

少数株主持分 105,266 103,060

純資産合計 9,288,267 10,164,249

負債純資産合計 29,346,768 28,024,047
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 34,444,233 32,652,651

売上原価 32,027,386 30,828,571

売上総利益 2,416,846 1,824,079

販売費及び一般管理費 ※1 2,581,167 ※1 1,567,883

営業利益又は営業損失（△） △164,320 256,196

営業外収益

受取利息 16,077 8,699

割賦販売受取利息 15,925 11,974

業務委託契約解約益 141,973 306,047

その他 22,240 25,431

営業外収益合計 196,217 352,153

営業外費用

支払利息 284,211 260,859

融資手数料 61,470 17,213

業務委託契約解約損 171,194 254,115

その他 18,698 23,192

営業外費用合計 535,575 555,380

経常利益又は経常損失（△） △503,678 52,968

特別利益

固定資産売却益 ※2 1,715 －

貸倒引当金戻入額 13,944 4,017

投資有価証券売却益 2,000 102,015

賞与引当金戻入額 2,365 －

債務保証損失引当金戻入額 710 201

新株予約権戻入益 3,246 29,567

契約解除返戻金 2,895 －

損害賠償金 500 －

店舗撤退損失引当金戻入額 16,330 －

その他 5,954 －

特別利益合計 49,661 135,801
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

特別損失

固定資産除却損 ※3 216,296 ※3 4,389

のれん償却費 613,236 －

貸倒引当金繰入額 85,865 －

投資有価証券評価損 59,994 34,125

減損損失 ※4 70,150 ※4 15,402

店舗撤退損失 193,632 48,146

関係会社株式売却損 180,493 －

和解金 16,184 －

貸倒損失 － 22,941

商品評価損 － 12,312

その他 78,452 10,307

特別損失合計 1,514,306 147,624

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△1,968,323 41,146

法人税、住民税及び事業税 112,275 112,857

法人税等調整額 111,081 △118,366

法人税等合計 223,357 △5,509

少数株主損失（△） △24 △0

当期純利益又は当期純損失（△） △2,191,656 46,656
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,903,710 4,903,710

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 430,500

当期変動額合計 － 430,500

当期末残高 4,903,710 5,334,210

資本剰余金

前期末残高 4,764,930 4,764,930

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 430,500

当期変動額合計 － 430,500

当期末残高 4,764,930 5,195,430

利益剰余金

前期末残高 1,562,383 △232,916

当期変動額

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,191,656 46,656

連結除外に伴う利益剰余金の増加 469,650 －

当期変動額合計 △1,795,299 46,656

当期末残高 △232,916 △186,259

自己株式

前期末残高 △285,234 △285,234

当期末残高 △285,234 △285,234

株主資本合計

前期末残高 10,945,789 9,150,489

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 861,000

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,191,656 46,656

連結除外に伴う利益剰余金の増加 469,650 －

当期変動額合計 △1,795,299 907,656

当期末残高 9,150,489 10,058,146
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△402 100

当期変動額合計 △402 100

当期末残高 △402 △302

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△402 100

当期変動額合計 △402 100

当期末残高 △402 △302

新株予約権

前期末残高 36,158 32,912

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,246 △29,567

当期変動額合計 △3,246 △29,567

当期末残高 32,912 3,344

少数株主持分

前期末残高 113,574 105,266

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,307 △2,206

当期変動額合計 △8,307 △2,206

当期末残高 105,266 103,060

純資産合計

前期末残高 11,095,522 9,288,267

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 861,000

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,191,656 46,656

連結除外に伴う利益剰余金の増加 469,650 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,955 △31,674

当期変動額合計 △1,807,255 875,981

当期末残高 9,288,267 10,164,249
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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（△）

△1,968,323 41,146

減価償却費 1,463,069 1,559,020

のれん償却額 798,086 110,689

長期前払費用償却額 93,752 －

業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費 132,040 132,236

貸倒引当金の増減額（△は減少） 166,245 10,596

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,081 △8,488

店舗撤退損失引当金の増減額（△は減少） △27,817 40,601

受取利息及び受取配当金 △32,003 △20,674

支払利息 284,211 260,859

融資手数料 61,470 17,213

新株予約権戻入益 △3,246 △29,567

業務委託契約解約損益(△は益） 29,220 △51,932

投資有価証券評価損 59,994 34,125

関係会社株式売却損益（△は益） 180,493 －

固定資産売却損益（△は益） △1,715 －

固定資産除却損 216,296 －

店舗撤退損失 193,632 －

減損損失 70,150 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △710 －

売上債権の増減額（△は増加） 384,633 △655,590

営業貸付金の増減額（△は増加） 72,514 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 262,222 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,025 9,930

前払費用の増減額（△は増加） △104,460 －

預入金の増減額(△は増加） 191,991 －

長期未収入金の増減額（△は増加） △644,997 －

仕入債務の増減額（△は減少） 103,357 △50,042

未払金の増減額（△は減少） △160,081 －

長期預り金(営業預託金）の増減額（△は減少） 180,283 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,356 －

前受家賃の増加額 149,810 －

リース資産減損勘定の減少額 △9,328 －

その他 162,310 882,464

小計 2,334,516 2,282,586

利息及び配当金の受取額 31,297 19,888

利息の支払額 △289,885 △268,015

訴訟和解金の支払額 △12,793 －

法人税等の還付額 － 100,649

法人税等の支払額 △269,158 △134,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,793,977 2,001,000
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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 △19,088 －

有形固定資産の取得による支出 △1,883,578 △2,081,888

有形固定資産の売却による収入 607,180 439,044

無形固定資産の取得による支出 △98,908 △196,697

無形固定資産の売却による収入 5,809 58,009

投資有価証券の取得による支出 △181,442 －

投資有価証券の売却による収入 200,000 102,015

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

※2 △236,304 －

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

関係会社株式の売却による収入 2,000 －

資産の譲受けによる支出 ※3 △369,945 －

業務委託型店舗資産の取得による支出 △657,072 △606,646

業務委託型店舗資産の回収による収入 150,121 286,135

貸付けによる支出 △5,783 －

貸付金の回収による収入 205,350 －

長期前払費用の増減額（△は増加） △32,335 －

敷金及び保証金の差入による支出 △319,884 △117,210

敷金及び保証金の回収による収入 149,199 115,314

長期預り金の受入による収入 91,063 152,916

長期預り金の返還による支出 △40,936 △54,747

その他 31,225 98,517

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,413,328 △1,805,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,310,000 1,530,000

短期借入金の返済による支出 △7,750,000 △52,600

長期借入れによる収入 6,350,000 1,560,000

長期借入金の返済による支出 △3,102,744 △4,994,930

融資手数料の支払による支出 △61,470 △17,213

社債の発行による収入 － 250,000

社債の償還による支出 △136,700 △137,500

株式の発行による収入 － 861,000

配当金の支払額 △72,520 △507

その他 － △17,197

財務活動によるキャッシュ・フロー △463,434 △1,018,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,082,786 △823,185

現金及び現金同等物の期首残高 4,362,676 3,279,890

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,279,890 ※1 2,456,704
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(6)【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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 14社 

連結子会社の名称 

 店舗流通ネット株式会社 

 店舗サポートシステム株式会社 

 ＴＲＮアセッツ株式会社 

 店舗プレミアム株式会社 

 ＴＯＫＹＯＣａｐｉｔａｌ１号 

     投資事業有限責任組合  

 株式会社リンク・ワン 

 株式会社エフ・アンド・エフ 

        マネジメント 

 おたるコーポレーション株式会社 

 他、投資事業組合 ６社

連結子会社の数 ６社 

 連結子会社の名称 

  店舗流通ネット株式会社 

  店舗サポートシステム株式会社 

  ＴＲＮアセッツ株式会社 

  店舗プレミアム株式会社 

  ＴＯＫＹＯＣａｐｉｔａｌ１号 

      投資事業有限責任組合  

   他、投資事業組合 １社

 なお、前連結会計年度において連結

子会社であった投資事業組合４社は、

清算結了したことにより、連結の範囲

より除外しております。

 当該投資事業組合４社については、

平成21年３月１日より清算結了日まで

の損益及びキャッシュ・フローについ

て連結財務諸表に含めております。

 連結子会社に含めていた株式会社リ

ンク・ワンは、平成20年８月に保有株

式の一部を売却した結果、連結の範囲

から除外しました。また、株式会社リ

ンク・ワンの連結子会社である株式会

社エフ・アンド・エフマネジメント、

おたるコーポレーション株式会社及び

投資事業組合１社も同様に連結の範囲

から除外しております。 

 なお、みなし売却日を当中間連結会

計期間末としているため、当該会社の

平成20年３月１日から平成20年８月31

日までの損益及びキャッシュ・フロー

について連結財務諸表に含めておりま

す。

 株式会社ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔａ

ｌと株式会社レアルジールは、平成20

年４月22日に合併し、ＴＲＮアセッツ

株式会社に商号変更しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数 １社 

 株式会社ジースタイラス

─

 株式会社ジースタイラスは、株式会

社リンク・ワンの持分法適用の関連会

社であり、平成20年８月に株式会社リ

ンク・ワンの保有株式の一部を売却し

た結果、株式会社リンク・ワンを連結

の範囲から除外したため、株式会社ジ

ースタイラスについても持分法適用の

関連会社から除外しております。 

 なお、連結財務諸表に当たっては、

平成20年８月31日をみなし売却日とし

ております。

  

持分法を適用しない関連会社の名称 

 おたるコーポレーション株式会社 

 投資事業組合 １社

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、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。

 

 他の会社の議決権の100分の20以

上、100分の50以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず、当

該他の会社を関連会社としなかった当

該他の会社の名称

 他の会社の議決権の100分の20以

上、100分の50以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず、当

該他の会社を関連会社としなかった当

該他の会社の名称

 Eオーナーズフード株式会社、

SPRING株式会社

 Eオーナーズフード株式会社、

SPRING株式会社

（関連会社としなかった理由） 

 Eオーナーズフード株式会社及び

SPRING株式会社については、当社グル

ープの事業の一つであるプライベー

ト・エクイティ事業の主たる営業目的

である投資育成のために取得したもの

であり、営業、人事、資金その他取引

を通じて投資先の支配を目的とするも

のではないためであります。

（関連会社としなかった理由） 

 Eオーナーズフード株式会社及び

SPRING株式会社については、当社グル

ープの事業の一つである資産管理事業

の主たる営業目的である投資育成のた

めに取得したものであり、営業、人

事、資金その他取引を通じて投資先の

支配を目的とするものではないためで

あります。

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事業年度の末

日は連結決算日と一致しております。 

           

同左

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

24



項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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

イ 有価証券

 その他有価証券(営業投資有価証券

を含む)

イ 有価証券

 その他有価証券(営業投資有価証券

を含む)

  時価のあるもの   時価のあるもの

   連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）を

採用しております

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

   なお、投資事業有限責任組合等

への出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなされ

るもの）については、組合契約に

規定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎とし

持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

ロ たな卸資産

 (イ)商品

   個別法に基づく原価法を採用し

ております。

  

ロ たな卸資産

 (イ)商品

   個別法に基づく原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用してお

ります。

 (ロ)原材料

   終仕入原価法に基づく原価法

を採用しております。

   

 (ロ)原材料

   終仕入原価法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

 (ハ)貯蔵品

   終仕入原価法に基づく原価法

を採用しております。

   

 (ハ)貯蔵品

   終仕入原価法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産

 (イ)店舗固定資産

   定額法を採用しております。

   なお、耐用年数は業務受託者と

の契約期間によっており、５～10

年であります。

イ 有形固定資産（リース資産を除 

  く） 

 (イ)店舗固定資産

同左

 (ロ)レンタル用有形固定資産 

   定額法を採用しております。

   なお、耐用年数はレンタル期間

によっており、21ヶ月～71ヶ月で

あります。

 (ロ)レンタル用有形固定資産 

  定額法を採用しております。

      なお、耐用年数はレンタル期間

によっており、22ヶ月～71ヶ月で

あります。

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

25



項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (ハ)上記以外

   定率法を採用しております。

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備は除

く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物       ５～41年 

その他      ２～14年

 (ハ)上記以外

   定率法を採用しております。

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備は除

く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物       ５～41年 

その他      ２～10年

（追加情報）

 法人税法の改正（（所得税法の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、当連結会

計年度から平成19年３月31日以前に取

得したものについて、償却可能限度額

まで償却が終了した年の翌年から５年

間で均等償却する方法によっておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。

ロ 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

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。

ロ 無形固定資産（リース資産を除 

  く）

同左

ハ リース資産

─

  

ハ リース資産

  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

  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、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２月28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

っております。

ニ 長期前払費用 ニ 長期前払費用

  均等償却を採用しております。 同左

（3）繰延資産の処理方法 イ 株式交付費 イ 株式交付費

─   支出時に全額費用として処理して

おります。

ロ 社債発行費 ロ 社債発行費

─   支出時に全額費用として処理して

おります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（4）重要な引当金の計上基

準

イ 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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 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

給見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金

同左

ハ 債務保証損失引当金 ハ 債務保証損失引当金

  引取保証契約の引取保証義務の履

行に係る損失に備えるため、引取保

証履行の契約に対して個別に検討

し、履行する可能性の高いものにつ

いて引当計上を行っております。 

 また、その他の引取保証契約につ

いて、実績率による引当計上を行っ

ております。

同左

ニ 店舗撤退損失引当金 ニ 店舗撤退損失引当金

─   店舗の撤退に伴い負担することと

なる損失に備えるため、当該損失発

生見込額を計上しております。 

(追加情報） 

 当連結会計年度に直営店舗の閉鎖

が決定し、店舗閉鎖に伴う損失が多

額に発生することが見込まれること

から、当連結会計年度において店舗

閉鎖の意思決定時に、閉鎖時に合理

的に見込まれる損失額を店舗撤退損

失引当金として計上しております。 

 この結果、税金等調整前当期純利

益が40,601千円少なく計上されてお

ります。

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

27



項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (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。

─

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップは特例処理の要件を

満たしておりますので、特例処理を

採用しております。

─

(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)借入金の利息

(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。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップは特例処理の要件を

満たしておりますので、決算日にお

ける有効性の評価を省略しておりま

す。

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ 消費税等の会計処理

  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、控除対象

外消費税及び地方消費税は当連結会

計年度の費用として処理しておりま

す。

イ 消費税等の会計処理

同左

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に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんは５年、６年、８年及び10年

で均等償却しております。

 のれんは５年、６年、7年、８年及

び10年で均等償却しております。

７ 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、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日)

─ （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度から平成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、

原価法から原価法 (貸借対照表価額については収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連

結会計年度の税金等調整前当期純利益が12,312千円減

少しております。

─ （リース取引に関する会計基準の適用） 

 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、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、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６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理

を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽

微であります。 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました投資

その他の資産「営業長期貸付金」（当連結会計年度

144,910千円）は、資産の合計の100分の5以下であるた

め、「その他」に含めて表示しております。

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日公布、

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されていたも

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及

び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原

材料及び貯蔵品」は、それぞれ12,312千円、31,366千円

であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

キャッシュ・フロー「破産更生債権等の減少額」（当連

結会計年度5,516千円）及び「前渡金の減少額」（当連

結会計年度△138千円）は、金額的重要性が低下したた

め、当連結会計年度より、営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 当連結会計年度において、連結キャッシュ・フロー計

算書について、明瞭表示の観点より前連結会計年度に区

分掲記していた以下の科目について、それぞれの活動区

分の「その他」に含めて表示しております。

１.営業活動によるキャッシュ・フロー

長期前払費用償却
額

(当連結会計年度58,157千円)
 

固定資産除却損 (当連結会計年度4,389千円)

店舗撤退損失 (当連結会計年度7,544千円)

減損損失 (当連結会計年度15,402千円)
債務保証損失引当
金の増減額

(当連結会計年度△201千円)
 

営業貸付金の増減
額

(当連結会計年度20,121千円)
 

営業投資有価証券
の増減額

(当連結会計年度△1,512千円)
 

前払費用の
増減額

(当連結会計年度△34,125千円)
 

預入金の増減額 (当連結会計年度1,040,268千円)
長期未収入金の増
減額

(当連結会計年度△260,243千円)
 

未払金の増減額 (当連結会計年度△331,047千円)
長期預り金（営業
預託金）の増減額

(当連結会計年度119,042千円)
 

未払消費税等の
増減額

(当連結会計年度△70,024千円)
 

前受家賃の増減額 (当連結会計年度△25,444千円)

２.投資活動によるキャッシュ・フロー

 

貸付による支出 (当連結会計年度△891千円)
貸付金の回収に
よる収入 (当連結会計年度△1,888千円)
長期前払費用の
増減額

(当連結会計年度△8,010千円)
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（販売用不動産の振替） 

 連結子会社１社が保有している販売用不動産について

保有目的を検討した結果、たな卸資産（販売用不動産

6,089,993千円）より有形固定資産（建物1,698,929千

円、器具備品650千円、土地4,386,903千円、建設仮勘定

370千円）へ振替えております。

─
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

 投資有価証券（株式）    9,977千円

※１          ─

※２ 担保に供している資産 

借入金の担保 

 不動産購入資金（長期借入金6,200,000千円）の担保

に供しているものは次のとおりであります。 

 建物     2,040,688千円 

 土地     6,327,366千円

※２ 担保に供している資産 

借入金の担保 

 不動産購入資金（長期借入金5,729,400千円）の担保

に供しているものは次のとおりであります。 

 建物      1,955,641千円 

 土地     6,327,366千円

 ３ 偶発債務 

 ○債務保証類似行為

 ３ 偶発債務 

 ○債務保証類似行為

保証先
金額 
(千円)

内容

若狭朋一 1,146
開業サポート取引
における引取保証

中島信弘 1,060 〃

㈲アースプランネ
ット

693 〃

合計 2,900

 

保証先
金額 
(千円)

内容

若狭朋一 458
開業サポート取引
における引取保証

中島信弘 424 〃

合計 882

※４ 店舗固定資産 

   店舗固定資産の内訳は次のとおりです。

※４ 店舗固定資産 

   店舗固定資産の内訳は次のとおりです。

取得価額
(千円)

減価償却 
累計額 
(千円)

帳簿価額
(千円)

建物 6,306,981 1,863,734 4,443,247

その他 
(工具器具 
備品)

1,397,518 531,104 866,414

合計 7,704,500 2,394,839 5,309,661

取得価額
(千円)

減価償却 
累計額 
(千円)

帳簿価額
(千円)

建物 7,685,208 2,775,509 4,909,699

その他
(工具器具 
備品)

1,359,292 647,717 711,574

合計 9,044,501 3,423,227 5,621,273

※５ 業務委託型店舗資産 

   業務委託型店舗資産の内訳は次のとおりです。

※５ 業務委託型店舗資産 

   業務委託型店舗資産の内訳は次のとおりです。

敷金・保証金 4,627,099千円

長期前払費用 404,980

長期貸付金(建設協力金) 45,342

合計 5,077,422

敷金・保証金 4,791,964千円

長期前払費用 343,661

長期貸付金(建設協力金) 42,660

合計 5,178,285
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前連結会計年度 
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

６           ─

 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

3,000,000千円

借入実行残高 1,140,000

差引額 1,860,000

 

７  連結子会社１社は、プライベート・エクイティ事

業において、当座貸越契約及び貸出コメットメント

契約を締結しております。これら契約に基づく当連

結会計年度末の貸出未実行残高は、次のとおりであ

ります。

７           ─

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

20,000千円

貸出実行残高 20,000

差引額 ─
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 424,305千円

役員報酬 246,657

雑給 66,383

支払報酬 178,845

法定福利費 145,170

地代家賃 164,041

租税公課 169,717

長期前払費用償却費 75,542

のれん償却費 184,849

賞与引当金繰入額 29,133

減価償却費 216,097

ソフトウェア償却費 14,112

貸倒引当金繰入額 223,732

貸倒損失 3,238

給与手当 379,035千円

役員報酬 107,090

雑給 85,269

支払報酬 70,535

法定福利費 55,959

地代家賃 112,965

租税公課 96,724

長期前払費用償却費 46,532

のれん償却費 110,689

賞与引当金繰入額 20,644

減価償却費 72,760

ソフトウェア償却費 16,194

貸倒引当金繰入額 15,039

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 ※２            ─

建物 1,500千円

車両運搬具 215

計 1,715

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

建物 6,948千円

車両運搬具 250

工具器具備品 4,970

建設仮勘定 35,608

ソフトウェア 25,332

長期前払費用 130,805

保証金 12,379

計 216,296

 

建物 1,670千円

工具器具備品 1,504

長期前払費用 553

保証金 660

計 4,389
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前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

※４  減損損失

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

店舗流通ネット㈱

（東京都）
店舗

建物、工具器具

備品
36,814

店舗プレミアム㈱

（東京都）
店舗

建物、工具器具

備品、長期前払

費用

7,701

㈱リンク・ワン 

（東京都）
本社

建物、工具器具

備品
11,666

㈱リンク・ワン 

（大阪府）
事業所

建物、工具器具

備品
13,968

合計 70,150

当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み

出す 小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグ

ルーピングを行っており、遊休資産については当該資

産単独でグルーピングを行っております。 

 その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスである店舗等について、帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当連結会計年度における減少額を減損損失

として特別損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物27,555千円、工具器具

備品5,645千円、店舗固定資産36,814千円及び長期前

払費用135千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額または使用価値により算定しており、正味売却額は

売却事例及び市場価格等を勘案した合理的な見積もり

により評価し、売却や他への転用が困難な資産は０円

としております。また、使用価値については将来キャ

ッシュフローを７％で割り引いて算定しております。

 

※４  減損損失

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

店舗プレミアム㈱

(東京都）
店舗

建物、工具器具

備品、長期前払

費用

15,402

合計 15,402

当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み

出す 小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグ

ルーピングを行っており、遊休資産については当該資

産単独でグルーピングを行っております。 

 その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスである店舗等について、帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当連結会計年度における減少額を減損損失

として特別損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物10,753千円、工具器具

備品2,283千円、長期前払費用2,364千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額または使用価値により算定しており、正味売却額は

売却事例及び市場価格等を勘案した合理的な見積もり

により評価し、売却や他への転用が困難な資産は０円

としております。また、使用価値については将来キャ

ッシュフローを７％で割り引いて算定しております。
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前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
      (注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

   第３回新株予約権及び第５回新株予約権の減少は退職による失権によるものであります。 

  
４ 配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

 
  

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

      該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 74,495 ─    ─ 74,495

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) 1,202 ─ ─ 1,202

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

第３回新株予約権 普通株式 1,400 ─ 50 1,350 13,443

第５回新株予約権 普通株式 1,912 ─ 209 1,703 18,516

ストックオプション
としての第７回新株
予約権

― ― ― ― ― 952

合計 3,312 ─ 259 3,053 32,912

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
の配当額

基準日 効力発生日

平成20年５月27日 
定時株主総会

普通株式 73,293 1,000円 平成20年２月29日 平成20年５月28日
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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
      (注) 増加数の内訳は、以下の通りであります。 

 第三者割当増資による新株式の発行  42,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
      (注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

   第３回新株予約権及び第５回新株予約権の減少は退職による失権及び消却によるによるものでありま

   す。 

  
４ 配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

     該当事項はありません。 

 
  

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

     該当事項はありません。 

  

 
       

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) 74,495 42,000 ─ 116,495

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) 1,202 ─ ─ 1,202

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

第３回新株予約権 普通株式 1,350 ─ 1,350 ─ ─

第５回新株予約権 普通株式 1,703 ─ 1,483 220 2,392

ストックオプション
としての第７回新株
予約権

― ― ― ― ― 952

合計 3,053 ─ 2,833 220 3,344
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 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

※１ 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 3,379,890千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△100,000

現金及び現金同等物 3,279,890
 

現金及び預金 2,456,704千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

─

現金及び現金同等物 2,456,704

 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳  

株式の売却により株式会社リンク・ワンを連結から

除外したことに伴う資産及び負債の内訳ならびに株

式の取得価額と取得による収入（純額）との関係は

以下の通りであります。

流動資産 967,408千円

固定資産 369,501

流動負債 △1,308,928

固定負債 △655,925

少数株主持分 △18,328

 計 △646,272

売却持分(28.28％) △182,779

のれん 463,272

 計 280,493

関係会社株式売却損 △180,493

リンク・ワン売却価額 100,000

リンク・ワン現金及び現金同等
物 △336,304

差引：リンク・ワン売却による
支出

△236,304

※２           ─

 

※３ 事業の譲受けにより増加又は減少した資産及び負

債の主な内訳

  ㈱びっくり本舗からの事業の譲受けに伴い取得した

資産及び負債の内訳は以下の通りであります。

流動資産 98,108千円

固定資産 607,595

流動負債 △213,658

固定負債 △122,100

 計 369,945

事業の譲受けの対価 △370,000

㈱びっくり本舗の現金及び現金
同等物 54

差引：事業の譲受けのための支
出

△369,945

※３           ─
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(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

店舗運営事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗不動産事業 
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
売上高

28,809,536 501,999 368,110 3,910,568

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

949,110 33,810 179,232 43,389

計 29,758,646 535,810 547,343 3,953,957

営業費用 29,578,600 461,352 363,386 4,246,286

営業利益又は営業損失(△) 180,046 74,457 183,956 △292,329

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 15,363,568 736,839 8,241,402 1,762,999

減価償却費 1,281,991 2,697 46,396 207,009

減損損失 36,814 ─ ─ 7,701

資本的支出 1,673,640 6,187 124,546 196,566

プライベート・
エクイティ事業 

(千円)

店舗人材
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
売上高

165,627 688,390 34,444,233 ─ 34,444,233

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

72,000 2,015,283 3,292,826 （3,292,826） ─

計 237,627 2,703,674 37,737,059 （3,292,826） 34,444,233

営業費用 763,942 2,900,526 38,314,096 （3,705,542） 34,608,553

営業利益又は営業損失(△) △526,315 △196,852 △577,036 412,715 △164,320

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 1,846,856 ─ 27,951,666 1,395,101 29,346,768

減価償却費 21 1,332 1,539,450 84,184 1,623,635

減損損失 ─ 25,634 70,150 ─ 70,150

資本的支出 ─ ─ 2,000,941 27,642 2,028,583
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(注) １ 事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業………………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等) 

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                (開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等) 

  (3) 店舗不動産事業……………飲食向け不動産に係る事業 

                (店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の管理等) 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                  (業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等) 

  (5) プライベート・エクイティ事業……プライベート・エクイティ投資 

                    (プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、 

                     飲食ビジネスのインキュベーション等） 

  (6) 店舗人材関連事業…………飲食店舗への人材関連サービスの提供 

                (人材派遣、社員研修等) 

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は312,166千円であり、主なものは提

出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産は、1,395,101千円であり、主なものは、提出会社

での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額は含まれておりません。 

６ 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31日 政令第83号））に伴い、当連結会計年度から平成19年３月31

日以前に取得したものについて償却可能限度額まで償却が終了した年の翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。 

これによる、セグメント情報に与える影響はありません。 
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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

店舗運営事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗管理事業
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
売上高

26,942,287 71,097 345,858 5,046,267

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

3,718,753 ─ 264,855 4,582

計 30,661,040 71,097 610,714 5,050,849

営業費用 30,572,196 182,403 362,775 5,237,511

営業利益又は営業損失(△) 88,844 △111,305 247,939 △186,661

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 15,470,818 516,839 8,179,280 1,173,482

減価償却費 1,473,731 6,214 85,504 87,377

減損損失 ─ ─ ─ 15,402

資本的支出 2,282,060 ─ ─ 29,077

資産管理事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する 
売上高

247,139 32,652,651 ─ 32,652,651

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高

─ 3,988,190 （3,988,190） ─

計 247,139 36,640,841 （3,988,190） 32,652,651

営業費用 294,602 36,649,488 （4,253,033） 32,396,454

営業利益又は営業損失(△) △47,463 △8,646 264,843 256,196

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 1,571,590 26,912,011 1,112,035 28,024,047

減価償却費 25 1,652,852 16,856 1,669,709

減損損失 ─ 15,402 ─ 15,402

資本的支出 ─ 2,311,138 3,303 2,314,441
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事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

１ 事業区分の変更 

  当連結会計年度より、従来の「店舗不動産事業」から「店舗管理事業」へ、「プライベート・エクイティ 

事業」から「資産管理事業」へ名称を変更致しました。 

なお、セグメント名称変更によりセグメント情報に与える影響はありません。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業………………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等) 

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                (開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等) 

  (3) 店舗管理事業………………飲食店舗ビルに係る事業 

                (飲食店舗ビルを中心とした賃貸管理等) 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                (業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等) 

  (5) 資産管理事業………………投資事業組合の事務管理 

                (投資事業組合における運用管理） 

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は352,260千円であり、主なものは提

出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産は、1,112,035千円であり、主なものは、提出会社

での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額は含まれておりません。 

６ 会計方針の変更 

  （リース取引に関する会計基準の適用） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当連結会計年度から「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）を適用しております。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 
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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。 

  

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 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

（借主側） 

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

有形固定資産 
(工具器具備品) 

（千円）

合計 
（千円）

取得価額
相当額

7,828 7,828

減価償却
累計額 
相当額

5,226 5,226

期末残高 
相当額

2,601 2,601

１ 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

 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２月28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ます。

（借主側） 

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

有形固定資産 
(工具器具備品) 

（千円）

合計 
（千円）

取得価額相
当額

3,868 3,868

減価償却累
計額 
相当額

3,030 3,030

期末残高
相当額

838 838

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,643 千円

１年超 1,107

合計 2,751
 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 820 千円

１年超 69

合計 889

 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩高、減価

償却費相当額、及び支払利息相当額

支払リース料 8,853 千円

リース資産減損勘
定の取崩高

8,157

減価償却費相当額 6,187

支払利息相当額 610

   

 

③支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当

額  

支払リース料 836 千円

減価償却費相当額 773

支払利息相当額 41

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

 

２ オペレーティング・リース取引

  （借主側）

  未経過リース料

１年以内 3,175 千円

１年超 2,410

合計 5,586
 

２ オペレーティング・リース取引

  （借主側）

  未経過リース料

１年以内 846 千円

１年超 493

合計 1,339
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前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 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 

（貸主側）

─

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

─

②未経過リース料期末残高相当額

─

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 4,800 千円

減価償却費 1,119

受取利息相当額 2,692

④利息相当額の算定方法

  リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した金額を利息相当額とし、

各期への配分については、利息法によっておりま

す。
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関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 

  

  

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

  該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

  （追加情報）

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18

年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

13号 平成18年10月17日）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。

  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社に限る。）等

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)

親会社
株式会社 
ハークスレイ

大阪市北
区鶴野町 
３－10

4,036,649
持ち帰
り弁当
事業

被所有割合
 69.98％

当社の親会社
役員の兼務

第三者割
当増資

861,000 ─ ─

（注）１ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方法

発行価額につきましては、割当予定先との協議の結果、第三者割当に係る取締役会決議

日の直前営業日である平成22年１月28日の株式会社名古屋証券取引所セントレックスに

おける当社株式の終値20,500円といたしました。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28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

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

未払事業税 9,957千円

債務保証損失引当金 121

レンタル取引利益 18,454

割賦販売未実現利益 14,502

賞与引当金 12,173

減価償却費 172,207

営業預託金前受収益 182,302

貸倒引当金 587,465

減損損失 3,442

店舗撤退損失 75,891

投資有価証券評価損 32,401

関係会社株式評価損 456,415

繰越欠損金 61,477

その他 59,115

繰延税金資産小計 1,685,928

評価性引当額 △1,265,007

繰延税金資産計 420,921
 

未払事業税 11,389千円

債務保証損失引当金 37

レンタル取引利益 27,412

割賦販売未実現利益 9,530

賞与引当金 8,590

減価償却費 259,448

営業預託金前受収益 166,708

貸倒引当金 373,863

減損損失 5,781

店舗撤退損失 92,964

投資有価証券評価損 47,784

繰越欠損金 616,039

その他 67,092

繰延税金資産小計 1,686,642

評価性引当額 △1,147,354

繰延税金資産計 539,287

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

流動資産 ―― 繰延税金資産 480千円

固定資産 ―― 繰延税金資産 420,440

流動資産 ―― 繰延税金資産 71,549千円

固定資産 ―― 繰延税金資産 467,738

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失

を計上したため、注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

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 0.8

住民税均等割等 18.4

評価性引当額の増加額 △155.4

その他 82.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △13.4％
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（注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、前連結会計年度及び当連結会計

年度の減損処理額は以下の通りです。 

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

取得原価

連結決算日
における 
連結貸借 

対照表計上額

差額 取得原価

連結決算日 
における 
連結貸借 

対照表計上額

差額

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

① 株式 ― ─ ─ ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─ ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

① 株式 5,692 5,290 △402 860 558 △302

② 債券 ― ─ ─ ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 5,692 5,290 △402 860 558 △302

合計 5,692 5,290 △402 860 558 △302

前連結会計年度 投資償却損 17,112 千円

当連結会計年度 投資償却損 ─ 千円

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

営業投資有価証
券に属するもの

163,500 17,533 10,570 45,952 30,071 ─

投資有価証券に
属するもの

200,000 ― ─ 102,015 102,015 ─
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３ 時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 営業投資有価証券に属するもの

  非上場株式 397,228 423,573

  債券 ─ ─

  その他 9,977 ─

 投資有価証券に属するもの

  非上場株式 139,645 105,519

    合同会社の出資金 91,442 ─

  その他 76,480 144,362
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(1) 取引の内容 ─

提出会社が利用しているデリバティブ取引は金利スワ

ップであります。 

 連結子会社１社は、定期預金金額の一部を「継続選

択権付（複数権利行使型）パワードリバース自由金利

型定期預金（為替相場水準継続判定特約条件付）」に

預入れております。この定期預金は、通貨オプション

取引を組み込んだ複合商品（以下、デリバティブ預

金）であります。 

 また、前述取引のほか、同連結子会社は変動金利の

借入金の調達資金を固定金利の資金調達に変えるた

め、金利スワップ取引を利用しております。  

(2) 取引の利用目的及び取引に対する取組方針

デリバティブ預金は、より多くの預金利息収益を獲

得することを目的としております。 

 金利スワップ取引は、金融負債に係る金利変動リス

クを回避することを目的としております。 

 なお、金利スワップ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。     

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理を採用しておりま

す。     

② ヘッジ対象とヘッジ手段 

    (ヘッジ対象)    借入金利息 

    (ヘッジ手段）    金利スワップ      

③ ヘッジ方針 

主として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ます。     

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

決算日における有効性の評価を省略しております。 

(3) 取引に係るリスクの内容

デリバティブ預金は、為替相場の変動によるリスク

のほか、６ヶ月ごとに契約を継続するかどうかの選択

権が契約先側のみにあり、違約金を支払わなければ中

途解約できないという約定となっているため、中途解

約の時期によっては支払う違約金の額が預金元本を毀

損するリスクを有しております。 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

なお、いずれのデリバティブ取引の契約も取引の相手

方が債務不履行に陥る信用リスクについては、相手先

金融機関の債務不履行による損失の発生はほとんどな

いものと認識しております。
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前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

期中に金利スワップ取引を終了したため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(4) 取引に係るリスク管理体制

提出会社において、デリバティブ取引は、管理本部

長から取締役会への申請許可事項とし、執行後は管理

本部内においてデリバティブ取引の残高状況等を把握

し、随時管理本部長に報告されます。管理本部長は必

要と認められる場合に、社長、取締役会に報告いたし

ます。

連結子会社において、デリバティブ取引の実行及び

管理は、当該連結子会社の管理規程に従い行われてい

ます。

─

２ 取引の時価等に関する事項
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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)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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１．連結財務諸表への影響額 

      特別利益の新株予約権戻入益       3,246千円 

  

２．ストック・オプションの内容及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
(注）平成20年２月28日開催の取締役会決議により、新株予約権の行使期間を平成18年３

月１日から平成20年２月29日より、平成18年３月１日から平成23年２月28日に変更し

ております。 

 
(注）平成20年3月27日開催の取締役会決議により、新株予約権の行使期間を平成18年６

月１日から平成20年４月11日より、平成18年６月１日から平成23年４月11日に変更し

ております。 

  

 
  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 ５名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,400株

付与日 平成17年11月１日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成18年３月１日
～平成23年２月28日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年２月８日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の役員及び従
業員 47名

株式の種類及び付与数 普通株式 2,084株

付与日 平成18年２月８日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成18年６月１日
～平成23年４月11日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年３月17日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の取締役、監
査役、従業員 54名

株式の種類及び付与数 普通株式 860株

付与日 平成18年３月17日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成19年10月15日
～平成27年10月14日
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会社名 提出会社

決議年月日 平成18年５月17日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の従業員 
11名

株式の種類及び付与数 普通株式 40株

付与日 平成18年５月17日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成19年10月15日
～平成27年10月14日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

 
  

  ②単価情報 

 
(注）㈱リンク・ワンに係るストック・オプションについては、当該会社を連結から除外したため、記載し

ておりません。 

  

３．当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積り方法 

該当事項はありません。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積り方法 

  将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方式を採用 

  しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日 平成18年２月８日 平成18年３月17日 平成18年５月17日

権利確定前

  期首(株) ─ ─ ─ ─

  付与(株) ─ ─ ─ ─

  失効(株) ─ ─ ─ ─

  権利確定(株) ─ ─ ─ ─

  未確定残(株) ─ ─ ─ ─

権利確定後

  期首(株) 1,400 1,912 706 12

  権利確定(株) ─ ─ ─ ─

  権利行使(株) ─ ─ ─ ─

  失効(株) 50 209 47 4

  未行使残(株) 1,350 1,703 659 8

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日 平成18年２月８日 平成18年３月17日 平成18年５月17日

権利行使価格(円) 550,000 312,480 290,640 338,100

行使時平均株価(円) ─ ─ ─ ─

付与日における公正
な評価単価(円)

─ ─ ─ ─
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１．連結財務諸表への影響額 

      特別利益の新株予約権戻入益      29,567千円 

  

２．ストック・オプションの内容及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注）平成20年２月28日開催の取締役会決議により、新株予約権の行使期間を平成18年３

月１日から平成20年２月29日より、平成18年３月１日から平成23年２月28日に変更し

ております。 

  

 
(注）平成20年3月27日開催の取締役会決議により、新株予約権の行使期間を平成18年６

月１日から平成20年４月11日より、平成18年６月１日から平成23年４月11日に変更し

ております。 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 ５名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,400株

付与日 平成17年11月１日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成18年３月１日
～平成23年２月28日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年２月８日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の役員及び従
業員 47名

株式の種類及び付与数 普通株式 2,084株

付与日 平成18年２月８日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成18年６月１日
～平成23年４月11日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年３月17日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の取締役、監
査役、従業員 54名

株式の種類及び付与数 普通株式 860株

付与日 平成18年３月17日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成19年10月15日
～平成27年10月14日
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会社名 提出会社

決議年月日 平成18年５月17日

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社の完全子会社の従業員 
11名

株式の種類及び付与数 普通株式 40株

付与日 平成18年５月17日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間
平成19年10月15日
～平成27年10月14日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

 
  

  ②単価情報 

 
  

３．当連結会計年度に付与された自社株式オプションの公正な評価単価の見積り方法 

該当事項はありません。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積り方法 

  将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方式を採用 

  しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日 平成18年２月８日 平成18年３月17日 平成18年５月17日

権利確定前

  期首(株) ─ ─ ─ ─

  付与(株) ─ ─ ─ ─

  失効(株) ─ ─ ─ ─

  権利確定(株) ─ ─ ─ ─

  未確定残(株) ─ ─ ─ ─

権利確定後

  期首(株) 1,350 1,703 659 8

  権利確定(株) ─ ─ ─ ─

  権利行使(株) ─ ─ ─ ─

  失効(株) 1,350 1,483 106 ─

  未行使残(株) ─ 220 553 8

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年11月１日 平成18年２月８日 平成18年３月17日 平成18年５月17日

権利行使価格(円) 550,000 312,480 290,640 338,100

行使時平均株価(円) ─ ─ ─ ─

付与日における公正
な評価単価(円)

─ ─ ─ ─
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１．企業結合の概要 

  営業譲渡企業の名称：㈱びっくり本舗 

  取得した事業の内容：寿司を中心とする飲食店舗の運営 

  企業結合を行った理由：当社グループの事業拡大のため 

  企業結合日：平成20年12月１日 

  企業結合の法的形式：当社グループによる営業譲受 

  結合後企業の名称：店舗流通ネット㈱及び店舗プレミアム㈱ 

２．実施した会計処理の概要 

 (1) 財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

   平成20年12月１日から平成21年２月28日まで 

 (2) 取得した事業の取得原価及びその内訳 

   営業譲受費用 369,945千円 

   現金で支出しております。 

 (3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

  ①のれんの金額  210,332千円 

  ②発生原因 

   今後の事業展開によって期待される将来の収益力から生じたものであります。 

  ③償却の方法及び期間 

   償却方法 均等償却 

   償却期間 10年 

 (4) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額 

 
 (5) 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計

算書に及ぼす影響の概算額 

   概算額の算定が困難であり試算しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

流動資産 98,108千円
固定資産 607,595
流動負債 △213,658
固定負債 △122,100
 計 369,945

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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  (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

１株当たり純資産額 124,842円59銭

１株当たり当期純損失金額 29,902円68銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在

しますが、１株当たり当期純損失で

あるため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 87,237円25銭

１株当たり当期純利益金額 623円84銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在

しますが、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

項 目
前連結会計年度

（平成21年２月28日）
当連結会計年度

（平成22年２月28日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 9,288,267 10,164,249

普通株式に係る純資産額（千円） 9,150,087 10,057,844

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 32,912 3,344

 少数株主持分 105,266 103,060

普通株式の発行済株式数（株） 74,495 116,495

普通株式の自己株式数（株） 1,202 1,202

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（株）

73,293 115,293
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２ 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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

項 目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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

 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △2,191,656 46,656

 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 

当期純損失（△）(千円)
△2,191,656 46,656

 期中平均株式数(株) 73,293 74,789

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) ― ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 第３回新株予約権

  新株予約権の数

135個

  目的となる株式の数

1,350株

 第５回新株予約権

  新株予約権の数

1,703個

  目的となる株式の数

1,703株

 第６回新株予約権

  新株予約権の数

659個
 目的となる株式の数

659株

 第７回新株予約権

  新株予約権の数

8個

  目的となる株式の数

8株

 第５回新株予約権

  新株予約権の数

220個

  目的となる株式の数

220株

 第６回新株予約権

  新株予約権の数

553個

  目的となる株式の数

553株

 第７回新株予約権

  新株予約権の数

8個
  目的となる株式の数

8株
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 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

   該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

   該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,195,621 1,078,426

原材料及び貯蔵品 － 68

貯蔵品 116 －

前払費用 29,648 21,551

関係会社短期貸付金 19,894,884 19,524,519

その他 198,605 91,839

貸倒引当金 △613,160 △982,966

流動資産合計 20,705,716 19,733,438

固定資産

有形固定資産

建物 41,840 43,464

減価償却累計額 △19,331 △23,916

建物（純額） 22,509 19,547

車両運搬具 1,118 1,118

減価償却累計額 △599 △765

車両運搬具（純額） 518 353

工具、器具及び備品 50,425 50,425

減価償却累計額 △32,708 △38,409

工具、器具及び備品（純額） 17,716 12,015

有形固定資産合計 40,745 31,916

無形固定資産

ソフトウエア 19,056 14,331

無形固定資産合計 19,056 14,331

投資その他の資産

投資有価証券 146,583 112,557

関係会社株式 2,929,586 2,948,906

長期前払費用 794 443

その他 93,223 77,628

投資その他の資産合計 3,170,187 3,139,536

固定資産合計 3,229,988 3,185,784

資産合計 23,935,705 22,919,222
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

短期借入金 4,538,580 4,635,400

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 21,799 15,976

未払費用 29,341 18,058

未払法人税等 12,053 12,335

預り金 4,956 2,932

賞与引当金 5,708 6,648

流動負債合計 4,732,439 4,811,350

固定負債

社債 120,000 －

長期借入金 9,998,750 8,094,400

固定負債合計 10,118,750 8,094,400

負債合計 14,851,189 12,905,750

純資産の部

株主資本

資本金 4,903,710 5,334,210

資本剰余金

資本準備金 4,764,930 5,195,430

資本剰余金合計 4,764,930 5,195,430

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △331,401 △233,977

利益剰余金合計 △331,401 △233,977

自己株式 △285,234 △285,234

株主資本合計 9,052,004 10,010,428

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △402 △302

評価・換算差額等合計 △402 △302

新株予約権 32,912 3,344

純資産合計 9,084,515 10,013,471

負債純資産合計 23,935,705 22,919,222
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高

受取マネジメントフィー ※1 612,000 ※1 612,000

関係会社受取配当金 ※1 500,000 －

売上高合計 1,112,000 612,000

売上原価 － －

売上総利益 1,112,000 612,000

販売費及び一般管理費 ※2 424,592 ※2 352,260

営業利益 687,407 259,739

営業外収益

受取利息 ※1 378,747 ※1 368,418

その他 453 19,543

営業外収益合計 379,200 387,961

営業外費用

支払利息 ※1 262,268 245,829

社債利息 2,556 1,457

株式交付費 － 6,305

融資手数料 61,470 15,761

投資有価証券運用損 189,263 －

営業外費用合計 515,559 269,354

経常利益 551,049 378,346

特別利益

固定資産売却益 ※3 215 －

投資有価証券売却益 － 102,015

新株予約権戻入益 3,246 29,567

特別利益合計 3,461 131,583

特別損失

固定資産除却損 ※4 843 －

投資有価証券評価損 59,994 34,125

関係会社株式評価損 906,363 －

関係会社株式売却損 109,200 －

貸倒引当金繰入額 ※1 466,974 ※1 369,806

その他 － 7,363

特別損失合計 1,543,376 411,295

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △988,865 98,633

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,210 1,210

当期純利益又は当期純損失（△） △990,075 97,423

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

66



(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３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,903,710 4,903,710

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 430,500

当期変動額合計 － 430,500

当期末残高 4,903,710 5,334,210

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,764,930 4,764,930

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 430,500

当期変動額合計 － 430,500

当期末残高 4,764,930 5,195,430

資本剰余金合計

前期末残高 4,764,930 4,764,930

当期変動額

第三者割当増資による新株式の発行 － 430,500

当期変動額合計 － 430,500

当期末残高 4,764,930 5,195,430

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 731,967 △331,401

当期変動額

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △990,075 97,423

当期変動額合計 △1,063,368 97,423

当期末残高 △331,401 △233,977

利益剰余金合計

前期末残高 731,967 △331,401

当期変動額

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △990,075 97,423

当期変動額合計 △1,063,368 97,423

当期末残高 △331,401 △233,977

自己株式

前期末残高 △285,234 △285,234

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △285,234 △285,234
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本合計

前期末残高 10,115,373 9,052,004

当期変動額

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △990,075 97,423

第三者割当増資による新株式の発行 － 861,000

当期変動額合計 △1,063,368 958,423

当期末残高 9,052,004 10,010,428

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△402 100

当期変動額合計 △402 100

当期末残高 △402 △302

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △402

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△402 100

当期変動額合計 △402 100

当期末残高 △402 △302

新株予約権

前期末残高 36,158 32,912

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,246 △29,567

当期変動額合計 △3,246 △29,567

当期末残高 32,912 3,344

純資産合計

前期末残高 10,151,532 9,084,515

当期変動額

剰余金の配当 △73,293 －

当期純利益又は当期純損失（△） △990,075 97,423

第三者割当増資による新株式の発行 － 861,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,648 △29,467

当期変動額合計 △1,067,017 928,955

当期末残高 9,084,515 10,013,471
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28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を採用し 

 ております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(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）を採用し

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を採用

しております。 

 なお、投資事業有限責任組合へ

の出資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされる

もの）については組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎とし持分

相当額を純額で取り込む方法によ

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

(1) 貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法を採

用しております。

(1) 貯蔵品   

 終仕入原価法による原価法 (貸

借対照表価額については収益性の

低下による簿価切下げの方法）を

採用しております。

３ 固定資産の減価償却の 

方法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物        ５～15年

  車輌運搬具     ６年

  工具器具備品    ５～10年

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

同左

（追加情報）

 法人税法の改正（（所得税法の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、当事業年

度から平成19年３月31日以前に取得し

たものについて、償却可能限度額まで

償却が終了した年の翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

─
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項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに 

 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（リース資産を除 

  く）

同左

(3) リース資産 (3) リース資産

        ─   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 

 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、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２月 28 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ます。

(4) 長期前払費用 

  均等償却を採用しております。

(4) 長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 ─ 株式交付費

 支出時に全額費用として処理して
  おります。

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勘

案し、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、当期に負担すべき支給見込額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

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。

        ─

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

71



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップは特例処理の要件

を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。

─

(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)借入金の利息

(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。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件

を満たしておりますので、決算日

における有効性の評価を省略して

おります。

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

 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。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

─
 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より平成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、評価基準について原価法から

原価法（貸借対照表価額については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。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。

─
 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 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、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、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6年1月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を適用

しております。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（貸借対照表） 

 前事業年度において区分掲記しておりました「未収

入金」（当事業年度88,049千円）は、資産の総額の100

分の1未満となったため、流動資産「その他」に含めて

表示しております。

─
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 前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

   該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

   該当事項はありません。 

  

【追加情報】
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年２月28日)

当事業年度 
(平成22年２月28日)

 １ 偶発債務

子会社である店舗流通ネット㈱の業務委託店舗の

賃貸借契約235件及び店舗プレミアム㈱の直営店の

賃貸借契約24件について、当社が連帯保証を行って

おります。なお、平成21年２月28日時点における子

会社店舗流通ネット㈱及び店舗プレミアム㈱におけ

る賃借債務はありません。

子会社である店舗流通ネット㈱の金融機関からの

借入金について、当社が連帯保証を行っておりま

す。なお、平成21年２月28日時点における、当該借

入金の残高は675,000千円であります。

 １ 偶発債務

子会社である店舗流通ネット㈱の業務委託店舗の

賃貸借契約248件及び店舗プレミアム㈱の直営店の

賃貸借契約36件について、当社が連帯保証を行って

おります。なお、平成22年２月28日時点における子

会社店舗流通ネット㈱及び店舗プレミアム㈱におけ

る賃借債務はありません。

子会社である店舗流通ネット㈱の金融機関からの

借入金について、当社が連帯保証を行っておりま

す。なお、平成22年２月28日時点における、当該借

入金の残高は525,000千円であります。

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

２         ─

 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

3,000,000千円

借入実行残高 1,140,000

差引額 1,860,000
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

以下のとおりであります。

関係会社受取配当金 500,000千円

受取マネジメントフィー 612,000

受取利息 376,416

支払利息 203

貸倒引当金繰入額 466,974
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

以下のとおりであります。

受取マネジメントフィー 612,000千円

受取利息 367,825

貸倒引当金繰入額 369,810

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

  (1) 販売費

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下のとおりであります。

  (1) 販売費

 
―

 
─

  (2) 一般管理費   (2) 一般管理費

 

役員報酬 66,863千円

給与手当 69,202

支払報酬 89,225

減価償却費 14,151

長期前払費用償却費 313

賞与引当金繰入額 5,708

租税公課 30,151

支払手数料 17,862

地代家賃 41,890

ソフトウェア償却費 7,228
 

役員報酬 43,448千円

給与手当 68,501

支払報酬 48,272

減価償却費 10,452

長期前払費用償却費 350

賞与引当金繰入額 6,648

租税公課 26,300

支払手数料 13,989

地代家賃 43,283

ソフトウェア償却費 6,404

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 215千円

※３           ─

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４           ─

 

建物 13千円

車両運搬具 250

工具器具備品 446

ソフトウェア 132

計 843
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前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,202 ─ ─ 1,202

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,202 ─ ─ 1,202
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(リース取引関係)

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

 

 

１ 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

（借主側）

 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

工具器具備品 
（千円）

合計 
（千円）

取得価額 
相当額

3,868 3,868

減価償却 
累計額 
相当額

2,256 2,256

期末残高 
相当額

1,611 1,611

 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 795 千円

１年超 889

合計 1,685

 ③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 867 千円

減価償却費相当額 802

支払利息相当額 68

 

 

 

１ 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

 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２月28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ます。

（借主側）

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

工具器具備品 
（千円）

合計 
（千円）

取得価額
相当額

3,868 3,868

減価償却
累計額 
相当額

3,030 3,030

期末残高
相当額

838 838

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 820 千円

１年超 69

合計 889

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当
    額

支払リース料 836 千円

減価償却費相当額 773

支払利息相当額 41

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左  
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。  

  

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年２月28日現在)

当事業年度(平成22年２月28日現在)
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28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

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

 

未払事業税 4,412千円

一括償却資産 182

賞与引当金 2,322

貸倒引当金 249,494

投資有価証券評価損 24,411

関係会社株式評価損 456,415

その他 332

繰延税金資産小計 737,571

評価性引当額 △737,571

繰延税金資産計 ─

繰延税金資産の純額 ─

 
 

未払事業税 4,527千円

一括償却資産 110

賞与引当金 2,705

貸倒引当金 399,969

投資有価証券評価損 38,297

関係会社株式評価損 105,616

税務上の繰越欠損金 153,337

その他 572

繰延税金資産小計 705,134

評価性引当額 △705,134

繰延税金資産計 ─

繰延税金資産の純額 ─

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

当事業年度において、税引前当期純損失を計上した

ため、注記を省略しております。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

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 0.3

住民税均等割等 1.2

評価性引当額の増加額 △82.3

その他 41.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.2％
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  (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

１株当たり純資産額 123,498円87銭

１株当たり当期純損失金額 13,508円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額については、潜在株式は存在
しますが、１株当たり当期純損失で
あるため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 86,823円37銭

１株当たり当期純利益金額 1,302円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式は存在しま
すが、希薄化効果を有している潜在株
式が存在しないため、記載しておりま
せん。

項 目
前事業年度

（平成21年２月28日）
当事業年度

（平成22年２月28日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 9,084,515 10,013,471

普通株式に係る純資産額 
（千円）

9,051,602 10,010,126

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 32,912 3,344

普通株式の発行済株式数（株） 74,495 116,495

普通株式の自己株式数（株） 1,202 1,202

１株当たりの純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（株）

73,293 115,293
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２ 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及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

項 目
前事業年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △990,075 97,423

 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 
 又は当期純損失(△)(千円)

△990,075 97,423

 期中平均株式数(株) 73,293 74,789

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額(千円) ― ─

 普通株式増加数(株) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 第３回新株予約権

  新株予約権の数

135個

  目的となる株式の数

1,350株

 第５回新株予約権

  新株予約権の数

1,703個

  目的となる株式の数

1,703株

 第６回新株予約権

  新株予約権の数

659個
 目的となる株式の数

659株

 第７回新株予約権

  新株予約権の数

8個

  目的となる株式の数

8株

 第５回新株予約権

  新株予約権の数

220個

  目的となる株式の数

220株

 第６回新株予約権

  新株予約権の数

553個
 目的となる株式の数

553株

 第７回新株予約権

  新株予約権の数

8個

  目的となる株式の数

8株
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 前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

   該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

   該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

6. その他

（１） 役員の異動

（２）その他

ＴＲＮコーポレーション㈱(3351)平成22年２月期決算短信

85




