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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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3月期 5,802 △0.5 148 ― 170 620.1 26 ―
21年3月期 5,831 2.4 8 △94.0 23 △85.0 △8 ―

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3月期 4.28 4.27 0.6 3.2 2.6
21年3月期 △1.36 ― △0.2 0.4 0.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3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3月期 5,450 4,656 84.8 757.69
21年3月期 5,331 4,643 86.5 757.04

（参考） 自己資本   22年3月期  4,623百万円 21年3月期  4,611百万円

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3月期 496 △126 △14 1,183
21年3月期 230 △736 △19 828

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3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 18 ― 0.4
22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 18 70.2 0.4
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 3.00 3.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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）

 

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

3,053 4.1 99 △1.3 113 0.1 △37 ― △6.07

通期 6,116 5.4 200 34.6 227 33.1 235 800.6 38.56
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株あたり当期純利益（連結）の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
 
 
 
 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 6,252,004株 21年3月期 6,252,004株
② 期末自己株式数 22年3月期  149,663株 21年3月期  160,762株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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3月期 5,739 △0.3 143 ― 166 589.4 25 ―
21年3月期 5,755 2.5 7 △94.1 24 △84.3 △7 ―

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3月期 4.18 4.17
21年3月期 △1.19 ―

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3月期 5,388 4,596 85.3 753.30
21年3月期 5,269 4,585 87.0 752.73

（参考） 自己資本 22年3月期  4,596百万円 21年3月期  4,585百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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

3,025 4.5 93 △5.3 107 △3.9 △41 ― △6.73

通期 6,064 5.7 190 32.2 216 29.8 228 794.2 37.41
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における我が国経済は、世界的な金融危機の深刻化の影響による企業収益の減少から穏やかに回復

する傾向が見られたものの、本格的な企業業績の回復には至らず、雇用情勢の悪化による個人消費の弱まりなど、依

然として景気回復への道のりは非常に険しいものとなっております。 

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の競争や賃料の高騰等様々な課題が顕在化しておりま

す。また、個人消費が低迷する中、低価格化の進行等により予想以上に売上高の増加が見込めない状況にあります。

このような状況下、当社グループは、平成21年12月カフェ・ルノアールヨドバシAkiba横店を新規オープンいたし

ました。また、平成21年4月カフェ・ミヤマ新宿南口駅前店、5月水道橋西口店、7月日暮里谷中店、8月銀座6丁目

店、10月箱根湯本駅前店、12月立川北口駅前店の6店舗を改装オープンいたしました。 

なお、平成21年4月日本橋本町店、6月西日暮里第2店及び田端東店、9月本郷3丁目店及び鶴見駅前店、平成22年1月

立川店の6店舗を閉店いたしましたので、当連結会計年度末の店舗数は107店舗になりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は売上高は5,802百万円（前年同期比28百万円減）となり、営業利益は人件費の

減少に加え、新規出店、改装店舗数が少なかったことによる費用も減少し、148百万円（前年同期比140百万円増）と

なりました。経常利益は170百万円（前年同期比146百万円増）となりました。 

また、既存店舗の改装及び店舗閉店による固定資産廃棄損及び減損損失を計上した結果、当期の純利益は26百万円

（前年同期は8百万円の純損失）となりました。 

（次期の見通し） 

平成23年3月期における経営環境につきましては、景気の悪化基調に歯止めがかからず景気の後退局面が長期化す

ることが懸念され、さらに厳しさを増すものと予想されます。このような状況下で当社グループは、お客様に求めら

れる価値観を提供し続けることが出来るよう、より高品質の商品やお客様がくつろげるホスピタリティーあふれるサ

ービスの提供に、引き続き努力してまいります。さらに、環境の変化に応じた適切なコスト管理と継続的な効率化の

取り組みによる収益力の向上を目指し、長期安定的な経営基盤の確立に努めてまいります。 

次期業績予想につきましては、売上高6,116百万円、営業利益200百万円、経常利益227百万円、当期純利益235百万

円を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産は、5,450百万円となり前連結会計年度末に比べ119百万円の増加となりました。 

これは主に、有形固定資産が127百万円減少したのに対し、現金及び預金が355百万円増加したこと等によるもので

あります。負債は794百万円となり前連結会計年度末に比べ106百万円の増加となりました。これは主に、未払法人税

等が67百万円増加したこと等によるものであります。 

また、純資産は4,656百万円となり前連結会計年度末に比べ12百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金の増加等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,183百万円となり前連結会計年度

末に比べ355百万円増加いたしました。 

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。 

（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496百万円（前年同期比266百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益が114百万円、減価償却費が237百万円計上されたこと等によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は126百万円（前年同期比609百万円減）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出が169百万円と差入保証金の支払いによる支出が40百万円あったこと、差入保証金の返還による収入が

129百万円あったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は14百万円（前年同期比5百万円減）となりました。これは主に、配当金の支払額18百

万円、自己株式売却による収入が3百万円あったこと等によるものであります。 

１．経営成績
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

(注)1.各指標の計算式は以下のとおりであります。 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

2.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算しております。 

4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用

しております。 

5.有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おり、また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 配当につきましては、業績に対応した配当を行う事を基本にしつつ企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備え

る為の内部留保を勘案し、また、株主の皆様にとっての収益性、今後の収益見通し等を考慮しながら、積極的に利益

還元を行う事を基本方針としております。 

 上記の方針に基づき、当期の配当金は1株につき3円とさせていただく予定です。また次期の配当金につきまして

も、当期同様1株につき3円を予定しております。 

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率(％) 81.1 81.9 84.6  86.5 84.8

時価ベースの自己資本比率(％)  57.7 59.9 47.9  45.7 43.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  2.5 0.7 0.1  0.3 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  23.2 77.0 263.0  186.1 429.2

㈱銀座ルノアール（9853）平成22年3月期決算短信

4



(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。 

①喫茶業への依存について 

当社グループは、売上高の大半を喫茶事業によっており、そのため業績は、喫茶事業の取り巻く環境の影響を受け

やすい構造にあります。喫茶業界は価格競争が激しく、各業態に共通して客単価の低下が進んでおり、コスト面での

対応が必要な状況となっております。当社グループの各業態においてもより一層価格競争が激化しつつあり、今後一

層の価格低下が進むものと予想されます。当社グループは、拡大する市場の中でシェアを確保していくためコスト削

減を進め、価格低下に対応していく方針ですが、これらの施策がうまく機能しなかった場合、今後の業績に影響を与

える可能性があります。 

②出店政策について 

当社グループ全体で平成22年3月31日現在、喫茶事業として107店舗を運営しております。今後も店舗の新規出店及

び新業態の拡大を図っていく方針でありますが、今後においても喫茶業として関東地区を重点的に出店を行う方針で

あります。しかしながら喫茶業界では、同業他社の積極的な出店による競合に加え、他業種との競合もあり、来店客

数の減少、売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループで

は出店コスト及び管理コストを削減するため、建物賃貸借契約の見直し検討等を優先的に行っております。当社グル

ープの新規出店先の選定に関しましては、入居保証金や賃貸借料等の出店条件、商圏人口等を総合的に勘案の上決定

し、個別店舗の採算を重視した店舗展開を行っており、当社グループの出店条件に合致する物件がなければ出店予定

数を変更することもあるため、業績の見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

③店舗展開について 

店舗の収益性は立地選定の成否に大きく影響します。出店後も競合の出店等、立地環境の外的変化が収益性に大き

な影響を及ぼす可能性があります。したがって当初の利益予想を大幅に下回る店舗が発生する場合には、やむなく店

舗閉鎖をすることがあります。また、賃借人等の事情による契約の終了により、業績が好調な店舗であっても閉鎖を

余儀なくされる場合があります。当社は出店にあたり賃借契約を締結し保証金等を差し入れております。契約時に社

内で審査を行っておりますが、賃借人等に破綻等が生じた時、当該賃借人等に対する差し入れ保証金等の全部又は一

部が回収できなくなり損失が発生する可能性があります。 

④衛生管理について 

商品及び食材の管理に関しては、保健所で行っている衛生検査に加えて、随時各種検査を行っております。また、

独自に策定したマニュアル、指導書に基づき定期的に店舗の衛生状態を確認しております。今後においても衛生面に

留意していく方針でありますが、近年、消費者の食品の安全性に対する関心が高まっていることもあり、食中毒の発

生等衛生上の問題が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤経営成績の季節及び天候の変動について 

当社グループの事業は、季節の変動や天候の変化及び各地域、国際的催事等が業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑥人材の採用及び育成について 

当社グループは、優れた人材の採用及び育成を最重要課題の一つとして認識しており、主に以下のような施策を実

施しております。 

1.業界・経験を問わない即戦力化のための中途採用、組織活性化のための新卒採用の実施 

2.能力主義を基本とした、職位資格制度、人事考課制度の実施 

3.社内研修制度による理念教育及び実務教育の徹底 

これらの施策がうまく機能せず、当社グループの求める人材の確保や教育が計画どおりに行えない場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦個人情報の漏洩について 

当社グループは、多数の個人情報を保有しており、適正管理に努めておりますが、万が一個人情報の漏洩や不正使

用などの事態が生じた場合には、社会的信用の失墜、損害賠償請求の提起等により業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑧事故、自然災害について 

当社グループは、事故・災害等で店舗が被害を被った場合、お客様、従業員、建物等固定資産の被害、営業停止等

で業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨システムトラブルについて 

当社グループは、通信ネットワークやコンピュータシステムを使用し、商品の調達、業績管理等など多岐にわたる

オペレーションを実施しております。そのため想定外の自然災害や事故等により設備に甚大な損害があった場合、業

務に支障をきたし、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(5）内部管理体制について 

 当社は、全社内業務全般に渉る施策事項について、株主総会、取締役会、部長会議、稟議書及び申請書等の内の何

れかの方法で実施許可を得なければならない事としております。これらの社内業務を遂行する際は、各会議体及び稟

議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務所掌範囲等を諸規定に定め、業務執行責任と権限を

明確にし、内部統制が適正に行われるようにしております。その実施状況を内部監査室が適正性、正確性及び効率性

の面から検証し、その結果を速やかに代表取締役社長に報告するほか、改善事項については社長の承認の下、関係部

門に説明・指導する他、主管部門と協議の上、当該事項にかかわる規程の改定案を取締役会へ上程しております。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社１社、その他関係会社２社で構成され、喫茶店等の

経営を主たる業務としております。 

（事業系統図） 

  

  

  

 （注） 無印、連結子会社 

※、その他の関係会社 

  

２．企業集団の状況

 喫茶等事業・・・・ 
喫茶店107店舗（当社106店舗、子会社㈲銀座ルノアール1店舗）を首都圏中心に展開しておりま

す。 

  喫茶室ルノアール・・・・・・・・・・・・・・ 79 店舗（子会社含む） 

  ニューヨーカーズ・カフェ・・・・・・・・・・ 12 店舗

  カフェ・ミヤマ・・・・・・・・・・・・・・・ 9 店舗

  カフェ・ルノアール・・・・・・・・・・・・ 7 店舗
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、創業以来東京を中心に喫茶業を展開し、くつろぎと憩いの場をより多くのお客様に提供する事を

企業理念としてまいりました。また、顧客の満足度向上のため、フランチャイズ方式の出店を行わず直営店方式によ

る出店政策を、経営の基本方針としております。 

 グループ各社一体となってサービスの向上を基本方針として業績の向上並びに、お客様・取引先・株主・投資家の

皆様の信頼と期待に応えられる会社を目指しております。 

(2）目標とする指標 

当社グループの目標とする経営指標はROE（株主資本利益率）10％の達成であります。ROEは株主様からの受託資本

の運用効率を計る最も一般的な指標として採用しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、創業以来迅速かつ正確な情報の把握と意思決定を最重要課題としており、少数精鋭による管理形

態を踏襲してまいります。また、情報化時代及び時代の変化に対応するために基本方針を継続しつつ、経営規模の拡

大を考慮し、管理者層の育成にも努力してまいります。 

さらに、戦略策定機能の強化、お客様重視の体制強化を主眼とした経営体質の質的強化を目的として、経営システ

ム改革を実施することを決定し、意思決定の迅速化やより一層の事業の効率化を目指します。 

 なお、利益成長による企業価値を増大させるため、平成22年3月期を初年度とする中期経営計画（5ヵ年計画）を

策定し、平成27年3月期までに、連結売上高7,500百万円、連結売上高営業利益率5.0％、店舗数140店舗を達成するこ

とを、目標としております。 

(4）会社の対処すべき課題 

個人消費が伸び悩む中、喫茶業界における市場は細分化が進み、お客様の嗜好や消費動向が多様化するとともに当

社グループへの期待感が高まっているものと認識しております。当社グループといたしましてはこのような市場の変

化に柔軟に対応しつつ「銀座ルノアール」本来の価値観を認識し、お客様の視点に立った店舗づくりに力を入れてい

くことが重要であると考えております。 

このような観点から、以下の取り組みを実施してまいります。 

①出店方式の見直し  

当社グループは、主力事業である喫茶事業に対し、今後も引き続き経営資源を集中してまいります。現在「喫茶室

ルノアール」を中心とし、店舗運営の基本である最高のQSC（信頼の品質、スピーディーで清潔で快適な環境）の

提供と、「ホスピタリティーサービスの充実」をテーマとしたブランドイメージの確立を図り、売上高とともに利

益の確保に努めてまいります。また、企業の社会的責任として、「安心・安全」を主軸とした環境への取り組みの

追求により社会貢献活動を継続してまいります。 

②不採算店舗の見直し・撤退を徹底し、利益構造の改革に取り組みます。 

③少数精鋭のスリムな組織と徹底したコストダウンにより、一人当たりの生産性の向上と収益構造の確立に取り組み

ます。 

④人材の活性化を推進し、これからの当社グループを担う人材育成に取り組みます。 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 

  

３．経営方針
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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３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 872,410 1,227,777

売掛金 25,023 37,684

有価証券 － ※1  506

商品 17,442 18,010

繰延税金資産 1,014 329

その他 156,499 133,907

流動資産合計 1,072,390 1,418,216

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,125,122 2,988,704

減価償却累計額 △1,844,659 △1,818,851

建物（純額） 1,280,462 1,169,852

工具、器具及び備品 392,491 370,814

減価償却累計額 △336,270 △331,706

工具、器具及び備品（純額） 56,221 39,108

土地 445,103 444,582

その他 1,858 2,248

減価償却累計額 △1,645 △1,723

その他（純額） 213 524

有形固定資産合計 1,782,000 1,654,067

無形固定資産   

商標権 15,668 13,532

ソフトウエア 10,371 11,306

無形固定資産合計 26,040 24,839

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  87,821 ※1  90,158

長期貸付金 23,752 18,760

敷金及び保証金 2,183,814 2,091,347

その他 161,656 159,360

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,450,832 2,353,414

固定資産合計 4,258,873 4,032,321

資産合計 5,331,263 5,450,537
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,996 59,347

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 12,420 80,106

賞与引当金 49,110 57,300

株主優待引当金 14,491 15,478

その他 ※1  221,518 ※1  226,595

流動負債合計 424,537 508,828

固定負債   

退職給付引当金 98,370 106,135

役員退職慰労引当金 86,019 98,135

繰延税金負債 460 2,312

その他 78,374 78,624

固定負債合計 263,224 285,207

負債合計 687,761 794,036

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,843,219 2,849,409

自己株式 △74,644 △69,433

株主資本合計 4,602,334 4,613,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,960 9,962

評価・換算差額等合計 8,960 9,962

少数株主持分 32,206 32,803

純資産合計 4,643,501 4,656,501

負債純資産合計 5,331,263 5,450,537
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,831,153 5,802,685

売上原価 709,287 687,671

売上総利益 5,121,866 5,115,013

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,936,841 1,875,248

賃借料 1,526,194 1,549,160

その他 ※1  1,650,761 ※1  1,542,023

販売費及び一般管理費合計 5,113,796 4,966,432

営業利益 8,069 148,581

営業外収益   

受取利息 2,819 1,428

受取配当金 1,170 829

受取家賃 96,203 99,937

その他 15,021 14,543

営業外収益合計 115,214 116,738

営業外費用   

支払利息 1,274 1,033

不動産賃貸費用 82,994 85,714

その他 15,336 8,062

営業外費用合計 99,606 94,809

経常利益 23,677 170,509

特別利益   

投資有価証券売却益 103 －

受取補償金 ※2  170,000 －

特別利益合計 170,103 －

特別損失   

固定資産廃棄損 ※3  98,114 ※3  26,669

固定資産売却損 ※4  35 ※4  1,030

立退きに伴う費用 12,570 －

減損損失 ※5  51,132 ※5  28,051

特別損失合計 161,852 55,751

税金等調整前当期純利益 31,928 114,758

法人税、住民税及び事業税 41,563 87,380

法人税等調整額 △323 684

法人税等合計 41,240 88,065

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,025 597

当期純利益又は当期純損失（△） △8,285 26,094
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 771,682 771,682

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 771,682 771,682

資本剰余金   

前期末残高 1,062,078 1,062,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,062,078 1,062,078

利益剰余金   

前期末残高 2,869,789 2,843,219

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △8,285 26,094

自己株式の処分 － △1,631

当期変動額合計 △26,570 6,190

当期末残高 2,843,219 2,849,409

自己株式   

前期末残高 △73,083 △74,644

当期変動額   

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 5,567

当期変動額合計 △1,561 5,210

当期末残高 △74,644 △69,433

株主資本合計   

前期末残高 4,630,466 4,602,334

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △8,285 26,094

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 3,936

当期変動額合計 △28,131 11,400

当期末残高 4,602,334 4,613,735
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 41,370 8,960

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,409 1,001

当期変動額合計 △32,409 1,001

当期末残高 8,960 9,962

少数株主持分   

前期末残高 33,232 32,206

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,025 597

当期変動額合計 △1,025 597

当期末残高 32,206 32,803

純資産合計   

前期末残高 4,705,069 4,643,501

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △8,285 26,094

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 3,936

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,435 1,598

当期変動額合計 △61,567 12,999

当期末残高 4,643,501 4,656,501
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 31,928 114,758

減価償却費 241,852 237,743

減損損失 51,132 28,051

長期前払費用償却額 22,297 26,391

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,512 7,765

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,673 12,116

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,215 8,190

株主優待引当金の増減額(△は減少) △124 987

受取利息及び受取配当金 △3,989 △2,257

支払利息 1,274 1,033

固定資産売却損益（△は益） 35 1,030

固定資産廃棄損 98,114 26,669

投資有価証券売却損益（△は益） △103 －

受取補償金 △170,000 －

立退に伴う費用 12,570 －

売上債権の増減額（△は増加） △14,116 △12,661

たな卸資産の増減額（△は増加） 841 △567

仕入債務の増減額（△は減少） △2,274 2,350

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,498 544

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29,909 20,387

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,027 250

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,190 36,839

その他 △6,870 △6,806

小計 243,293 502,814

利息及び配当金の受取額 3,971 2,317

利息の支払額 △1,238 △1,156

補償金の受取額 170,000 －

立退に伴う費用の支払額 △12,570 －

法人税等の支払額 △173,048 △29,683

法人税等の還付額 － 22,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,408 496,413
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △43,790 △43,883

定期預金の払戻による収入 33,683 43,790

投資有価証券の売却による収入 4,174 －

長期貸付金の回収による収入 1,248 4,992

有形固定資産の取得による支出 △630,882 △169,317

有形固定資産の売却による収入 0 －

敷金及び保証金の回収による収入 100,059 129,093

敷金及び保証金の差入による支出 △119,834 △40,632

その他 △81,064 △50,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △736,404 △126,467

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 － 3,936

自己株式の取得による支出 △1,561 △356

配当金の支払額 △18,294 △18,251

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,855 △14,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △525,852 355,274

現金及び現金同等物の期首残高 1,354,471 828,619

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  828,619 ※1  1,183,893
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 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。当該連

結子会社は以下の１社であります。 

 ㈲銀座ルノアール 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

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 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)によっております。 

同左 

  ②たな卸資産 

商品 

最終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法）により算定しております。 

②たな卸資産 

商品 

同左 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第9号

平成18年7月5日公表分）を適用しており

ます。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

_______________ 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）は、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

 建物       ３年～41年 

 工具器具及び備品 ３年～15年 

①有形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  ②無形固定資産（リース資産除く） 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっておりま

す。 

②無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  ③長期前払費用 

定額法によっております。 

③長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ④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

20年３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ます。 

④リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、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 

従業員賞与の支給に備えるため支給見込

額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。 

③退職給付引当金 

同左 

  ④役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退職慰

労金の支払に備えるため、内規に基づく

期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株主優待引当金 

株主優待制度に伴う費用に備えるため、

翌連結会計年度以降に発生すると見込ま

れる額を計上しております。  

⑤株主優待引当金 

同左 

(4）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理方法は

税抜方式を採用しております。 

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 

該当事項はありません。 同左 

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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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4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

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。 

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

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

         _______________ 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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 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」として掲記しておりま

す。 

          ______________  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の増減

額（△は増加）」は、前連結会計年度は「その他流動資

産の増減額（△は増加）」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他流動資産の増減額（△

は増加）」に含まれている「売上債権の増減額（△は増

加）」は△10,906千円であります。 

           

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１前払式証票の規則等に関する法律に基づき供託してい

る資産 

投資有価証券 千円 45,190

上記に対応する債務 

流動負債「その他」 千円 18,042

※１前払式証票の規則等に関する法律に基づき供託してい

る資産 

有価証券 千円 506

投資有価証券 千円 44,971

上記に対応する債務 

流動負債「その他」 千円 11,870
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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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、引当金繰入額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、引当金繰入額は次の

とおりであります。 

賞与引当金繰入額 千円49,110

退職給付費用 千円17,941

役員退職慰労引当金繰入額 千円7,673

株主優待引当金繰入額 千円12,000

賞与引当金繰入額 千円57,300

退職給付費用 千円16,424

役員退職慰労引当金繰入額 千円12,116

株主優待引当金繰入額 千円13,000

※２ 立退に伴う受取補償金 _______________ 

新宿南口第1店 千円170,000

上記に対する費用  

立退に伴う費用 千円12,570

  

※３ 固定資産廃棄損 ※３ 固定資産廃棄損 

主として、赤坂見附店、横浜関内駅前店ほか13店舗

の改装及び、品川高輪口第1店、町田東口駅前店他3

店舗の閉店に伴う設備の廃棄によるものでありま

す。 

主として、カフェ・ミヤマ新宿南口駅前店他5店舗

の改装及び日本橋本町店他5店舗の閉店に伴う設備

の廃棄によるものであります。 

※４ 固定資産売却損 ※４ 固定資産売却損 

車両の売却によるものであります。 厚生施設の売却によるものであります。 

※５ 減損損失  

当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位とした資産のグルー

ピングを行っております。 

 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は、帳簿価額を回収可能額

まで減少し、当該減少額51,132千円を減損損失とし

て特別損失に計上しております。なお、当該資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額零として評価してお

ります。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 店舗(8店舗)  
建物  48,142

工具器具及び備品  2,989

計       51,132

※５ 減損損失  

当連結会計年度において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位とした資産のグルー

ピングを行っております。 

 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は、帳簿価額を回収可能額

まで減少し、当該減少額28,051千円を減損損失とし

て特別損失に計上しております。なお、当該資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを1.1％で割り引い

て算定しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 店舗(8店舗) 
建物  27,080

工具器具及び備品  971

計       28,051
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加3,831株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 

株式数(株) 
当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式         

普通株式  6,252,004  －  －  6,252,004

合計  6,252,004  －  －  6,252,004

自己株式         

普通株式（注）  156,931  3,831  －  160,762

合計  156,931  3,831  －  160,762

  
（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６月27日 

定時株主総会 
普通株式  18,285  3 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  18,273 利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月30日
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の自己株式の増加901株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の減少12,000株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

２．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 

  
前連結会計年度末 

株式数(株) 
当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式         

普通株式  6,252,004  －  －  6,252,004

合計  6,252,004  －  －  6,252,004

自己株式         

普通株式（注）  160,762  901  12,000  149,663

合計  160,762  901  12,000  149,663

  
（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６月29日 

定時株主総会 
普通株式  18,273  3 平成21年３月31日 平成21年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  18,307 利益剰余金  3 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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 

現金及び預金勘定 千円 872,410

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 千円 △43,790

現金及び現金同等物 千円 828,619

現金及び預金勘定 千円 1,227,777

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 千円 △43,883

現金及び現金同等物 千円 1,183,893

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

リース取引に関する会計基準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（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 

（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。 

  工具器具及び備品

取得価額相当額 千円170,820

減価償却累計額相当額 千円60,972

期末残高相当額 千円109,848

リース取引に関する会計基準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（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 

同左 

  工具器具及び備品

取得価額相当額 千円170,820

減価償却累計額相当額 千円95,136

期末残高相当額 千円75,684

２．未経過リース料期末残高相当額 

（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。 

１年内 千円34,164

１年超 千円75,684

合計 千円109,848

２．未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 千円34,164

１年超 千円41,520

合計 千円75,684

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円34,164

減価償却費相当額 千円34,164

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円34,164

減価償却費相当額 千円34,164

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 

オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 千円11,732

１年超 千円11,732

合計 千円23,465

オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 千円11,732

１年超     －千円

合計 千円11,732
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決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。  

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

  

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

3.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今後の償還予定額 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（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  34,341  42,631  8,290

(2）債券      

① 国債・地方債等  43,558  44,694  1,135

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  77,899   87,326  9,426

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  －  －  －

(2）債券      

① 国債・地方債等  500  495  △4

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  500  495  △4

合計  78,400   87,821  9,421

 売却額（千円）  売却額の合計額（千円）  売却損の合計額（千円）  

 174  103  －

  1年内 
(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) 

1.債券     

(1)国債・地方債等  －  30,234  14,955  －

(2)社債  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －

2.その他  －  －  －  －

合計  －  30,234  14,955  －
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

1.その他有価証券で時価のあるもの 

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

前連結会計年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  種類 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価 
（千円） 

差額 
（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  45,187  34,341  10,845

(2）債券      

① 国債・地方債等  45,477  44,048  1,429

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  90,665  78,390  12,274

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  －  －  －

(2）債券      

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  90,665   78,390  12,274

  売却額（千円） 売却額の合計（千円） 売却損の合計(千円)

1.債券    

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  －  －  －

2.その他  －  －  －

合計  －  －  －

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を併用しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定は、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注1） 退職給付費用は、簡便法により算定した退職給付債務を用いて計上しております。 

  （注2） その他は、確定拠出年金への拠出額であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社グループは、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しているため該当事項はありません。 

前連結会計年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) 

該当事項はありません。  

当連結会計年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) 

該当事項はありません。  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成21年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年3月31日） 

退職給付債務(千円)   98,370    106,135  

年金資産(千円)   －    －  

退職給付引当金(千円)   98,370    106,135  

  
前連結会計年度 

（平成21年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年3月31日） 

勤務費用(千円)   11,056    9,437  

その他（千円）   6,885    6,987  

退職給付費用（千円）    17,941    16,424  

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。 

2.株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数(注1) 

当社の監査役 

当社の従業員 

子会社の取締役 

 1名 

79名 

2名 

当社の取締役 

当社の監査役 

当社の従業員 

3名 

1名 

10名 

ストック・オプション数(注2) 普通株式 170,000株 普通株式 300,000株 

付与日 平成15年7月10日 平成17年7月14日 

権利確定条件 

付与日(平成15年7月10日)以降、権利

確定日(平成17年6月30日)まで継続し

て勤務していること。 

付与日(平成17年7月14日)以降、権利

確定日(平成18年6月30日)まで継続し

て勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 
自 平成17年7月 1日  

至 平成22年6月30日  

自 平成18年7月 1日  

至 平成38年7月30日  

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  －  －

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  －

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  114,000  300,000

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  －  －

未行使残  114,000  300,000

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  328  447

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。 

2.株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数(注1) 

当社の監査役 

当社の従業員 

子会社の取締役 

 1名 

79名 

2名 

当社の取締役 

当社の監査役 

当社の従業員 

3名 

1名 

10名 

ストック・オプション数(注2) 普通株式 170,000株 普通株式 300,000株 

付与日 平成15年7月10日 平成17年7月14日 

権利確定条件 

付与日(平成15年7月10日)以降、権利

確定日(平成17年6月30日)まで継続し

て勤務していること。 

付与日(平成17年7月14日)以降、権利

確定日(平成18年6月30日)まで継続し

て勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 
自 平成17年7月 1日  

至 平成22年6月30日  

自 平成18年7月 1日  

至 平成38年7月30日  

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）            

前連結会計年度末  －  －

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  －

権利確定後      （株）            

前連結会計年度末  114,000  300,000

権利確定  －  －

権利行使  12,000  －

失効  －  －

未行使残  102,000  300,000

  
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  328  447

行使時平均株価     （円）  393  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、喫茶等事業の単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。 

 前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３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 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （単位：千円）

繰延税金資産 

投資有価証券評価損 18,071

役員退職慰労引当金 35,010

退職給付引当金 40,036

賞与引当金 19,988

固定資産減価償却超過額 91,608

その他  24,035

繰延税金資産小計 228,751

評価性引当額 △227,737

繰延税金資産合計 1,014

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △460

繰延税金負債合計 △460

繰延税金資産の純額 553

  （単位：千円）

繰延税金資産 

投資有価証券評価損 18,071

役員退職慰労引当金 39,941

退職給付引当金 43,197

賞与引当金 23,321

固定資産減価償却超過額 81,250

その他  29,117

繰延税金資産小計 234,899

評価性引当額 △234,570

繰延税金資産合計 329

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2,312

繰延税金負債合計 △2,312

繰延税金資産の純額 △1,983

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 

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 

  （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

住民税均等割等 67.1

交際費等永久に損金に算入されない項目 15.7

過年度法人税等修正 15.9

評価性引当額 △9.3

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 129.2   

  （単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

住民税均等割等 18.4

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.6

評価性引当額 5.9

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.7

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

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の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人等の場合に限る。）等 

（単位：千円） 

(注1)当社の代表取締役社長小宮山文男及び近親者が100％(間接所有含む)保有しております。 

(注2)賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

(注3)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

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の取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人等の場合に限る。）等 

（単位：千円） 

(注1)当社の代表取締役社長小宮山文男及び近親者が100％(間接所有含む)保有しております。 

(注2)賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

(注3)取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

（関連当事者情報）

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地
資本金 
又は 
出資金 

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 科目 期末残高

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等(当該

会社等の子会

社を含む) 

㈱ジーア

ールシー 

(注1) 

東京都

国分寺

市 

 90,000 不動産業 
被所有 

直接19.2％ 

店舗の賃借

役員の兼任

賃借料の支

払(注2) 
 6,900

流動資産

「その他」

差入保証金

及び敷金 

 

 

603

21,600

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地
資本金 
又は 
出資金 

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 科目 期末残高

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等(当該

会社等の子会

社を含む) 

㈱ジーア

ールシー 

(注1) 

東京都

国分寺

市 

 90,000 不動産業 
被所有 

直接19.2％ 

店舗の賃借

役員の兼任

賃借料の支

払(注2) 
 6,900

流動資産

「その他」

差入保証金

及び敷金 

 

 

603

21,600
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 757円04銭 

１株当たり当期純損失額 円 銭 1 36

１株当たり純資産額 円 銭 757 69

１株当たり当期純利益額 円 銭 4 28

 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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益額 
円 銭 4 27

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

1株当たり当期純利益額又は当期純損失額            

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △8,285  26,094

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） 
 △8,285  26,094

期中平均株式数（株）  6,093,109  6,094,656

             

潜在株式調整後1株当たり当期純利益額            

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数(株)  －  18,840

(うち新株予約権)  －  －

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の算定に含めな

かった潜在株式の概要  

平成15年６月27日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権114個） 

普通株式114千株 

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権300個） 

普通株式300千株  

普通株式の期中平均株価が行使価

格を下回るため希薄化効果を有し

ていないため潜在株式１株当たり

当期純利益金額の算定に含めてお

りません。 

期中平均株価  396円  

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権個） 

普通株式   300,000株 

行使価格    447円  

（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３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 845,694 1,188,636

売掛金 24,594 37,312

有価証券 － ※1  506

商品 17,304 17,907

前払費用 128,258 128,719

その他 26,024 4,286

流動資産合計 1,041,876 1,377,368

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,080,833 2,968,177

減価償却累計額 △1,802,899 △1,801,193

建物（純額） 1,277,934 1,166,983

車両運搬具 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,645 △1,723

車両運搬具（純額） 213 134

工具、器具及び備品 385,638 366,548

減価償却累計額 △329,661 △327,602

工具、器具及び備品（純額） 55,977 38,946

土地 445,103 444,582

建設仮勘定 － 390

有形固定資産合計 1,779,227 1,651,037

無形固定資産   

商標権 15,668 13,532

ソフトウエア 10,371 11,306

無形固定資産合計 26,040 24,839

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  87,821 ※1  90,158

関係会社株式 6,000 6,000

出資金 249 249

長期前払費用 54,844 46,077

敷金及び保証金 2,173,814 2,086,347

保険積立金 105,639 112,445

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,422,157 2,335,066

固定資産合計 4,227,425 4,010,943

資産合計 5,269,301 5,388,311
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,406 58,888

短期借入金 70,000 70,000

未払金 68,392 24,178

未払費用 93,424 106,361

未払法人税等 12,274 79,742

未払消費税等 11,861 49,023

賞与引当金 48,400 56,850

株主優待引当金 14,491 15,478

その他 ※1  45,737 ※1  45,686

流動負債合計 420,987 506,209

固定負債   

退職給付引当金 98,370 106,135

役員退職慰労引当金 86,019 98,135

繰延税金負債 460 2,312

その他 78,374 78,624

固定負債合計 263,224 285,207

負債合計 684,212 791,417

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金   

資本準備金 1,062,078 1,062,078

資本剰余金合計 1,062,078 1,062,078

利益剰余金   

利益準備金 88,288 88,288

その他利益剰余金   

別途積立金 2,351,828 2,351,828

繰越利益剰余金 376,894 382,487

利益剰余金合計 2,817,012 2,822,605

自己株式 △74,644 △69,433

株主資本合計 4,576,128 4,586,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,960 9,962

評価・換算差額等合計 8,960 9,962

純資産合計 4,585,089 4,596,893

負債純資産合計 5,269,301 5,388,311
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,755,480 5,739,829

売上原価   

商品期首たな卸高 18,120 17,304

当期商品仕入高 701,472 682,373

合計 719,593 699,678

商品期末たな卸高 17,304 17,907

商品売上原価 702,288 681,770

売上総利益 5,053,191 5,058,058

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 124,516 102,756

役員報酬 75,720 75,720

役員賞与 － 20,000

給料及び手当 1,907,418 1,853,508

従業員賞与 44,806 50,364

賞与引当金繰入額 48,400 56,850

退職給付費用 17,941 16,424

役員退職慰労引当金繰入額 7,673 12,116

株主優待引当金繰入額 12,000 13,000

法定福利費 99,982 100,331

福利厚生費 98,633 98,300

水道光熱費 270,962 246,814

消耗品費 286,883 213,243

租税公課 57,025 61,903

減価償却費 240,984 237,175

修繕費 83,551 69,289

賃借料 1,504,853 1,532,154

その他 164,129 154,360

販売費及び一般管理費合計 5,045,483 4,914,314

営業利益 7,707 143,744

営業外収益   

受取利息 2,071 781

受取配当金 1,170 829

受取家賃 96,203 99,937

その他 16,413 15,719

営業外収益合計 115,858 117,267

営業外費用   

支払利息 1,274 1,033

不動産賃貸費用 82,994 85,714

その他 15,153 7,830

営業外費用合計 99,422 94,577

経常利益 24,142 166,434
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 103 －

受取補償金 ※1  170,000 －

特別利益合計 170,103 －

特別損失   

固定資産廃棄損 ※2  98,112 ※2  24,837

固定資産売却損 ※4  35 ※4  1,030

立退きに伴う費用 12,570 －

減損損失 ※3  49,664 ※3  28,051

特別損失合計 160,382 53,919

税引前当期純利益 33,864 112,514

法人税、住民税及び事業税 41,123 87,016

法人税等合計 41,123 87,016

当期純利益又は当期純損失（△） △7,259 25,497

㈱銀座ルノアール（9853）平成22年3月期決算短信

35



（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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 771,682 771,682

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 771,682 771,682

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,062,078 1,062,078

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,062,078 1,062,078

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 88,288 88,288

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 88,288 88,288

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,351,828 2,351,828

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,351,828 2,351,828

繰越利益剰余金   

前期末残高 402,439 376,894

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △7,259 25,497

自己株式の処分 － △1,631

当期変動額合計 △25,544 5,592

当期末残高 376,894 382,487

利益剰余金合計   

前期末残高 2,842,557 2,817,012

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △7,259 25,497

自己株式の処分 － △1,631

当期変動額合計 △25,544 5,592

当期末残高 2,817,012 2,822,605
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △73,083 △74,644

当期変動額   

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 5,567

当期変動額合計 △1,561 5,210

当期末残高 △74,644 △69,433

株主資本合計   

前期末残高 4,603,233 4,576,128

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △7,259 25,497

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 3,936

当期変動額合計 △27,105 10,803

当期末残高 4,576,128 4,586,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 41,370 8,960

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,409 1,001

当期変動額合計 △32,409 1,001

当期末残高 8,960 9,962

純資産合計   

前期末残高 4,644,604 4,585,089

当期変動額   

剰余金の配当 △18,285 △18,273

当期純利益又は当期純損失（△） △7,259 25,497

自己株式の取得 △1,561 △356

自己株式の処分 － 3,936

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,409 1,001

当期変動額合計 △59,515 11,804

当期末残高 4,585,089 4,596,893
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 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法によっており

ます。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

最終仕入原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法）により算定しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日公表分）を適用しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。 

商品 

同左 

  

  

 _______________ 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産（リース資産除く） 

定率法によっております。 

ただし平成10年4月1日以降に取得した建

物(建物附属設備を除く)は、定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は、次のとおりであ

ります。 

 建物        3年～41年 

 工具器具及び備品  3年～15年 

①有形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  ②無形固定資産（リース資産除く） 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能期間(5

年)に基づく定額法によっております。 

②無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  ③長期前払費用 

定額法によっております。 

③長期前払費用 

同左 

  ④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

20年３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ます。 

④リース資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、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 

従業員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度における退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。 

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払に備えて、役員

退職慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

  ⑤株主優待引当金 

株主優待制度に伴う費用に備えるため、

翌事業年度以降に発生すると見込まれる

額を計上しております。 

⑤株主優待引当金 

同左 

５．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 

消費税及び地方消費税の会計処理方法は

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

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。 

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

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響はありません。 

_______________ 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※１前払式証票の規則等に関する法律に基づき供託してい

る資産 

投資有価証券 千円 45,190

上記に対応する債務 

流動負債「その他」 千円 17,642

※１前払式証票の規則等に関する法律に基づき供託してい

る資産 

有価証券 千円 506

投資有価証券 千円 44,971

上記に対応する債務 

流動負債「その他」 千円 11,608

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 立退に伴う受取補償金 

新宿南口第1店 千円170,000

上記に対する費用  

立退に伴う費用 千円12,570

_______________ 

※２ 固定資産廃棄損 

主として、赤坂見附店、横浜関内駅前店ほか13店舗

の改装及び、品川高輪口第1店、町田東口駅前店他3

店舗の閉店に伴う設備の廃棄によるものでありま

す。 

※２ 固定資産廃棄損 

主として、カフェ・ミヤマ新宿南口駅前店他5店舗

の改装及び日本橋本町店他4店舗の閉店に伴う設備

の廃棄によるものであります。 

※３ 減損損失  

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とした資産のグルーピングを

行っております。 

 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は、帳簿価額を回収可能額

まで減少し、当該減少額49,664千円を減損損失とし

て特別損失に計上しております。なお、当該資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマ

イナスであるため回収可能価額零として評価してお

ります。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 店舗(7店舗)  
建物  46,866

工具器具及び備品  2,798

計       49,664

※３ 減損損失  

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とした資産のグルーピングを

行っております。 

 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は、帳簿価額を回収可能額

まで減少し、当該減少額28,051千円を減損損失とし

て特別損失に計上しております。なお、当該資産グ

ループの回収可能価額は、使用価値により測定して

おり、将来キャッシュ・フローを1.1％で割り引い

て算定しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 店舗(8店舗) 
建物  27,080

工具器具及び備品  971

計       28,051

 ※４ 固定資産売却損 

車両の売却によるものであります。 

 ※４ 固定資産売却損 

厚生施設の売却によるものであります。 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加3,831株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の自己株式の増加901株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の減少12,000株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  156,931  3,831  －  160,762

合計  156,931  3,831  －  160,762

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  160,762  901  12,000  149,663

合計  160,762  901  12,000  149,663

㈱銀座ルノアール（9853）平成22年3月期決算短信

42



前事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。  

当事業年度(平成22年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関連会社株式6,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

リース取引に関する会計基準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（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 

（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。 

  工具器具及び備品

取得価額相当額 千円170,820

減価償却累計額相当額 千円60,972

期末残高相当額 千円109,848

リース取引に関する会計基準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（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 

同左 

  工具器具及び備品

取得価額相当額 千円170,820

減価償却累計額相当額 千円95,136

期末残高相当額 千円75,684

２．未経過リース料期末残高相当額 

（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。 

１年内 千円34,164

１年超 千円75,684

合計 千円109,848

２．未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 千円34,164

１年超 千円41,520

合計 千円75,684

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円34,164

減価償却費相当額 千円34,164

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円34,164

減価償却費相当額 千円34,164

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 

オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 千円11,732

１年超 千円11,732

合計 千円23,465

オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

１年内 千円11,732

１年超     －千円

合計 千円11,732

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３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 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

(単位：千円) (単位：千円) 

繰延税金資産     

投資有価証券評価損  18,071

役員退職慰労引当金  35,010

退職給付引当金  40,036

賞与引当金  19,698

固定資産減価償却超過額  90,963

その他  23,911

繰延税金資産小計  227,691

評価性引当額  △227,691

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  △460

繰延税金負債合計  △460

繰延税金負債の純額  △460

繰延税金資産     

投資有価証券評価損  18,071

役員退職慰労引当金  39,941

退職給付引当金  43,197

賞与引当金  23,137

固定資産減価償却超過額  81,166

その他  29,010

繰延税金資産小計  234,524

評価性引当額  △234,524

繰延税金資産合計  －

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金  △2,312

繰延税金負債合計  △2,312

繰延税金負債の純額  △2,312

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 

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 

（単位：％） （単位：％） 

法定実効税率  40.7

（調整） 

住民税均等割等  62.0

交際費等永久に損金に算入されない項目  14.8

過年度法人税等修正  14.9

評価性引当額  △8.8

その他  △2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  121.4   

法定実効税率  40.7

（調整） 

住民税均等割等  18.4

交際費等永久に損金に算入されない項目  11.8

評価性引当額  6.1

その他  0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  77.3
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 （注） １株当たり当期純利益額又は１株当たり当期純損失額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

1株当たり純資産額 円 銭 752 73

1株当たり当期純損失額 円 銭 1 19

1株当たり純資産額 円 銭 753 30

1株当たり当期純利益額 円 銭 4 18

 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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益額 
円 銭 4 17

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益額又は当期純損失

額 
           

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △7,259  25,497

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） 
 △7,259  25,497

期中平均株式数（株）  6,093,109  6,094,656

             

潜在株式調整後1株当たり当期純利益額            

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  18,840

(うち新株予約権)  －  －

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の算定に含めな

かった潜在株式の概要  

平成15年６月27日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権114個） 

普通株式114千株 

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権300個） 

普通株式300千株  

普通株式の期中平均株価が行使価

格を下回るため希薄化効果を有し

てい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

めておりません。  

期中平均株価   396円  

平成17年６月29日定時株主総会決

議ストック・オプション 

（新株予約権） 

普通株式   300,000株 

行使価格    447円  

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

  

６．その他
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