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（百万円未満切捨て） 

１．20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（注）当第３四半期財務・業績の概況は 初に提出するものでありますので、19年３月期第３四半期の数値及び

対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(1) 連結経営成績                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 7,825 ― 221 ― 146 ― 55 ― 

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

19年３月期 6,747 ― 224 ― 142 ― 35 ― 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

円  銭 円  銭

20年３月期第３四半期 461  13 458  65 

19年３月期第３四半期 ― ― 

19年３月期 310  69 306  25 
  

(2) 連結財政状態 

 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

20年３月期第３四半期 8,151 884 10.4 6,967  72 

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

19年３月期 4,738 615 12.5 5,091  13 
  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

20年３月期第３四半期 451 △2,505 2,428 1,695 

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

19年３月期 233 △893 346 1,320 
 
 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

円  銭 

19年３月期第３四半期 ― 

20年３月期第３四半期 ― 
 
 

３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月 1 日～平成 20 年３月 31 日） 
（％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 
１株当たり 

当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通  期 10,500 155.6 310 137.9 220 154.9 125 354.3 1,031  07 
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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）   ：有 

新規 ２社（社名：㈱ゲンジフーズ、㈱とり鉄）  除外 ―社 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 
 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準                ：中間連結財務諸表作成基準 
 
(3) 近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無       ：有 

（注）詳細は12ページ「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 
 
(4) 会計監査人の関与                      ：無 

 
 

５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（注）当社は平成19年１月12日に設立しており、第３四半期財務諸表の作成は初年度であるため、19年３月期第

３四半期の数値及び対前年同四半期期増減率については記載しておりません。 

(1) 個別経営成績                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 254 ― 65 ― 22 ― 16 ― 

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

19年３月期 49 ― 32 ― 5 ― 4 ― 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

円  銭

20年３月期第３四半期 141  71 

19年３月期第３四半期 ― 

19年３月期 197  89 

 
 
(2) 個別財政状態 

 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

20年３月期第３四半期 3,441 890 25.9 7,336  50 

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

19年３月期 2,126 673 31.7 5,782  37 
 
 

６．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月 1 日～平成 20 年３月 31 日） 

当社は持ち株会社のため、営業収益は全て関係会社との取引により発生し、連結業績上は内部取引として消去

されます。従って投資情報としての重要性が大きくないと判断されるため記載を省略しております。 
 
  
  
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、当社が本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々

な不確定要素により実際の数値と異なる場合があります。 

また、「20 年３月期の連結業績予想」の「１株当たり当期純利益」算出において使用した発行済株式総数に

は、平成 19 年 12 月末までの発行済株式総数の加重平均値に、平成 20 年１月 21 日の新株予約権行使により増加

した普通株式数を加味しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国の経済は、堅調な企業業績などを背景として緩やかな回復基調にありましたが、

米国のサブプライムローン問題に起因する金融市場の混乱や、原油・原材料の高騰など依然として先行きが不透

明な状況にあります。外食産業におきましても、1997 年以降縮小を続けてきた市場規模が下げ止まる兆しにある

といわれるものの、原材料費の高騰や、大手企業の事業再編、中食の台頭などによる競合の激化など、厳しい経

営環境が依然として続いております。 

このような状況のなか、当社グループは、中期的な経営計画に基づき、既存業態の梃入れによる業績改善、自

社開発ブランドのパッケージ化とフランチャイズ店の出店促進、Ｍ＆Ａを通じた事業拡大をすすめることによる

企業成長を目指してまいりました。 

当第３四半期におきましては、「牛角」事業ではオーダーバイキング方式の「ビュッフェ・コース」が引き続

き好調な業績で推移いたしました。なかでも、「女性だけの特別ビュッフェ・コース」としてデザートを充実さ

せたものが徐々に売上を拡大しており、客層の広がりが見られました。また、居酒屋業態での取り組みとして、

「とりでん」では直営店での検証が好調だったランチ営業の推進や、折込チラシやダイレクトメールを活用した

販売促進キャンペーン、「おだいどこ」では、グランドメニューの調理工程を見直し、商品の品質を維持しつつ

調理時間を短縮したことによる原価、人件費のコントロール、「串特急」では、宴会獲得のための法人営業の強

化や、静岡地区でのマイクロバスなどによる送迎など、それぞれの顧客ニーズに合わせたサービスや販売促進の

企画に積極的に取り組んでまいりました。 

また、当連結会計年度に当社グループの業態となった㈱ゲンジフーズ及び㈱とり鉄のブランドにつきまして

は、既存店舗の運営を安定させるため、Ｍ＆Ａ後の組織管理体制を整備し、さらにグループシナジーの創出にむ

けて、メニュー開発や調達部門、管理部門の統合を行ってまいりました。 

 

店舗政策につきましては下記のとおりです。 

 

［店舗運営事業］ 

当第３四半期においては、㈱プライム・リンクが「おだいどこ」を神奈川県に１店舗出店し、また、際コー

ポレーション㈱と共同開発した新業態「鶏専門 日向暁荘（ひゅうがあかつきそう）」を首都圏に１店舗出店

いたしました。 

以上により、当第３四半期における当社グループの直営店舗数は 92 店舗となりました。 

 

［フランチャイズ事業］ 

当第３四半期においては、㈱プライム・リンクの「おだいどこ」２店舗を出店いたしました。また、「牛

角」では３店舗が閉店する一方で、１店舗がリニューアルオープンいたしました。「とりでん」は１店舗閉店

いたしました。㈱フーディアム・インターナショナルでは「串特急」を１店舗出店し、㈱とり鉄では、株式取

得時より予定していた１店舗を閉店したものの、新規に２店舗を出店いたしました。 

以上により、当第３四半期末における当社グループのフランチャイズ店舗数は 404 店舗となりました。 

 

当第３四半期末までに、特別利益として、前期に閉店した店舗の解体費用の戻り益や、訴訟の和解金、償却債

権取立益などにより 43 百万円、特別損失につきましては、企業買収費用や訴訟費用、新業態の検証店舗の閉店な

ど固定資産の減損損失により 91 百万円を計上いたしました。 

 

以上の結果、当第３四半期の連結業績につきましては、主力ブランドが引き続き好調に推移したことにより、

売上高は 7,825 百万円、営業利益は 221 百万円、経常利益は 146 百万円、第３四半期純利益は 55 百万円となりま

した。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期においては、総資産が当中間連結会計期間末に比較し、89 百万円増加し、8,151 百万円となりま

した。のれん、有形固定資産の減価償却により、固定資産が減少する一方、利益計上による現預金の増加等によ

り流動資産が増加しており、財政状態は安定化しつつあるといえます。 

また、店舗出店などの長期投資に期間対応するために、社債等での長期資金の調達及び短期資金の長期資金へ

の一部シフトを進めた結果、固定負債が増加し、財務状態の安定化が進んでおります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より 374 百万円増加し、1,695 百万円

となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、451 百万円となりました。これは主に償却費などの非現金支出項目の負担後

も利益計上ができていることなどによるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、2,505 百万円となりました。これは、主に事業譲受による支出 1,836 百万

円、関係会社株式取得 568 百万円の支出によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は、2,428 百万円となりました。特に当第３四半期では、長期借入金及び社債で

の資金調達を行っております。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第３四半期の業績予想は予定通り推移しており、平成 20 年３月期の業績予想の見直しは行っておりません。 

 

 

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） 

前連結会計年度において持分法を適用していない非連結子会社であった㈱ゲンジフーズ（平成19年６月18日

に㈲山桜開発から商号変更しております。）については平成19年７月１日の㈱オリジンフーズの一部事業譲受

けにより重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間において連結の範囲に含めております。 

また、㈱とり鉄については、平成19年８月31日の株式の取得に伴い、当第３四半期連結会計期間より連結子

会社となっております。なお、中間期末日をみなし取得日としたため、貸借対照表と平成19年10月１日以降の

損益計算書を連結しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

当第３四半期財務・業績の概況は 初に提出するものでありますので、前年同四半期との対比は行っておりま

せん。 

(1) 四半期連結貸借対照表 

当第３四半期連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
 

  

(平成 19 年 12 月 31 日) （平成 19 年３月 31 日）  

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）
  

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  1,698,584 1,323,446  

２．売掛金   837,588 534,198  

３．たな卸資産   71,308 32,059  

４．その他   328,460 186,569  

５．貸倒引当金   △50,481 △40,972  

流動資産合計   2,885,461 35.4 2,035,301 43.0  

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物及び構築

物 
※１,２ 1,331,128 579,900  

(2) その他 ※１,２ 351,737 149,151  

有形固定資産合

計 
  1,682,865 729,052  

２．無形固定資産    

(1) のれん  1,956,975 719,592  

(2) その他  141,197 54,319  

無形固定資産合

計 
  2,098,173 773,912  

３．投資その他の資

産 
   

(1) 敷金・保証金  1,079,891 800,375  

(2) その他  434,549 428,616  

(3) 貸倒引当金  △29,002 △29,002  

投資その他の資

産合計 
  1,485,439 1,199,989  

固定資産合計   5,266,478 64.6 2,702,953 57.0  

資産合計   8,151,939 100.0 4,738,255 100.0  
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当第３四半期連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
 

  

(平成 19 年 12 月 31 日) （平成 19 年３月 31 日）  

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）
  

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   676,921 342,424  

２．短期借入金 ※２  1,001,800 20,000  

３．１年以内償還予

定社債 
  157,000 121,000  

４．１年以内返済予

定長期借入金 
※２,３  946,382 995,187  

５．未払金   543,700 500,256  

６．賞与引当金   19,060 8,190  

７．その他   562,838 417,749  

流動負債合計   3,907,702 48.0 2,404,807 50.7  

Ⅱ 固定負債    

１．社債   412,500 379,000  

２．長期借入金 ※２,３  2,109,934 707,527  

３．預り保証金   584,054 451,651  

４．退職給付引当金   13,860 12,378  

５．その他    239,879 167,346  

固定負債合計   3,360,227 41.2 1,717,903 36.3  

負債合計   7,267,929 89.2 4,122,710 87.0  

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   399,995 4.9 300,000 6.3  

２．資本剰余金   358,534 4.4 258,539 5.5  

３．利益剰余金   88,945 1.1 35,245 0.7  

４．自己株式   △1,428 △0.0 △1,428 △0.0  

株主資本合計   846,046 10.4 592,356 12.5  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券

評価差額金 
  △375 △0.0 602 0.0  

評価・換算差額等

合計 
  △375 △0.0 602 0.0  

Ⅲ 新株予約権   200 0.0 200 0.0  

Ⅳ 少数株主持分   38,137 0.4 22,386 0.5  

純資産合計   884,009 10.8 615,544 13.0  

負債・純資産合計   8,151,939 100.0 4,738,255 100.0  
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(2) 四半期連結損益計算書 

当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
 

  
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

百分比

（％）
金額 (千円) 

百分比

（％）
  

Ⅰ 売上高   7,825,578 100.0 6,747,209 100.0  

Ⅱ 売上原価   3,486,409 44.6 2,886,006 42.8  

売上総利益   4,339,169 55.4 3,861,203 57.2  

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
※１  4,117,950 52.6 3,636,387 53.9  

営業利益   221,218 2.8 224,816 3.3  

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,740 1,967  

２．受取配当金  4 3  

３．その他  23,028 25,773 0.3 31,163 33,134 0.5  

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  78,217 70,699  

２．その他  21,887 100,104 1.2 45,218 115,917 1.7  

経常利益   146,887 1.9 142,033 2.1  

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 717 6,087  

２．貸倒引当金戻入

益 
 ― 44,486  

３．店舗解体費用戻

入益 
 12,000 71,332  

４．受取契約違約金  ― 17,000  

５．和解金収入  14,814 ―  

６．償却債権取立益  14,041 ―  

７．その他  1,512 43,085 0.6 13,899 152,805 2.3  

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ ― 142  

２．減損損失 ※４ 48,305 159,041  

３．和解金  13,451 ―  

４．企業買収費用  9,995 ―  

５．その他  19,400 91,152 1.2 79,858 239,042 3.6  

税金等調整前第

３四半期（当

期）純利益 

  98,819 1.3 55,796 0.8  

法人税、住民税

及び事業税 
 25,463 16,332  

法人税等調整額  2,368 27,831 0.4 1,268 17,600 0.3  

少数株主利益   15,751 0.2 2,911 0.0  

第３四半期（当

期）純利益 
  55,236 0.7 35,284 0.5  
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19年12月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 300,000 258,539 35,245 △1,428 592,356

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 99,995 99,995 ― ― 199,990

第３四半期純利益 ― ― 55,236 ― 55,236

連結範囲の変更に伴う減少額 ― ― △1,535 ― △1,535

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ―

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
99,995 99,995 53,700 ― 253,690

平成19年12月31日残高（千円） 399,995 358,534 88,945 △1,428 846,046

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日残高（千円） 602 602 200 22,386 615,544

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 ― ― ― ― 199,990

第３四半期純利益 ― ― ― ― 55,236

連結範囲の変更に伴う減少額 ― ― ― ― △1,535

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
△977 △977 ― 15,751 14,774

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
△977 △977 ― 15,751 268,464

平成19年12月31日残高（千円） △375 △375 200 38,137 884,009
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  前連結会計年度（自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 2,169,908 2,095,408 △4,185,128 △1,468 78,719

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 239,175 239,175 ― ― 478,351

当期純利益 ― ― 35,284 ― 35,284

欠損金の補填 △1,850,544 △2,334,584 4,185,128 ― ―

減資 △258,539 258,539 ― ― ―

自己株式の消却 ― ― △39 39 ―

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円） △1,869,908 △1,836,868 4,220,373 39 513,636

平成19年３月31日残高（千円） 300,000 258,539 35,245 △1,428 592,356

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 4,447 4,447 680 ― 83,847

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 ― ― ― ― 478,351

当期純利益 ― ― ― ― 35,284

欠損金の補填 ― ― ― ― ―

減資 ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△3,845 △3,845 △480 22,386 18,061

連結会計年度中の変動額合計（千円） △3,845 △3,845 △480 22,386 531,697

平成19年３月31日残高（千円） 602 602 200 22,386 615,544
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
 

  
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日) 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 金額 (千円)  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期（当期）純利

益 
 98,819 55,796  

減価償却費及び償却費  219,420 242,736  

貸倒引当金の増減額  9,509 △46,017  

賞与引当金の増減額  10,870 △4,410  

受取利息及び受取配当金  △2,745 △1,970  

支払利息  78,217 70,699  

のれん償却費  112,892 37,873  

減損損失  48,305 159,041  

店舗解体費用戻入益  △12,000 △71,332  

売上債権の増減額  △244,890 14,583  

たな卸資産の増減額  △15,189 18,869  

仕入債務の増減額  292,659 64,879  

未払消費税等の増減額  77,431 51,977  

リース資産減損勘定の取崩額  △52,488 △199,596  

その他  △88,275 9,618  

小計  532,536 402,749  

利息及び配当金の受取額  2,745 1,970  

利息の支払額  △63,027 △68,908  

法人税等の支払額  △20,563 △16,868  

店舗解体費用の支払額  ― △76,697  

企業買収費用の支払額  ― △9,000  

営業活動によるキャッシュ・フロー  451,690 233,245  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △149,029 △189,937  

有形固定資産の売却による収入  33,795 6,886  

関係会社株式の取得による支出  △568,721 △633,815  

営業譲受けによる支出  △1,836,721 ―  

敷金・保証金に係る支出  △52,790 △80,209  

敷金・保証金の返還による収入  71,234 178,542  

長期前払費用に係る支出  △16,674 △173,877  

その他  13,427 △947  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,505,480 △893,357  
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当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
 

  
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日) 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 金額 (千円)  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  981,800 3,300  

長期借入れによる収入  2,236,309 839,000  

長期借入金の返済による支出  △921,398 △762,668  

割賦購入未払金の返済による支出  △132,118 △254,028  

新株の発行による収入  197,944 ―  

社債の発行による収入  176,114 146,005  

社債の償還による支出  △110,500 △100,000  

新株予約権の行使による収入  ― 474,542  

その他  ― △9  

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,428,151 346,142  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  374,361 △313,969  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,320,645 1,634,615  

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等

物の増加額 
 277 ―  

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期期末

（期末）残高 
※ 1,695,284 1,320,645  
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

１．連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数     ４社

連結子会社の名称 

㈱プライム・リンク 

㈱フーディアム・インターナ

ショナル 

㈱ゲンジフーズ（平成19年６

月18日に㈲山桜開発から商号

変更しております。） 

㈱とり鉄 

上記のうち、㈱ゲンジフーズに

ついては、平成19年７月１日の

㈱オリジンフーズの一部事業譲

受けにより重要性が増したた

め、当第３四半期連結会計期間

において連結の範囲に含めてお

ります。 

また、㈱とり鉄については、平

成19年８月31日の株式の取得に

伴い、当第３四半期連結会計期

間より連結子会社となっており

ます。なお、中間期末日をみな

し取得日としたため、貸借対照

表と平成19年10月１日以降の損

益計算書を連結しております。

(1) 連結子会社の数     ２社

連結子会社の名称 

㈱プライム・リンク 

㈱フーディアム・インターナ

ショナル 

上記のうち、㈱フーディアム・

インターナショナルについて

は、平成18年８月31日の株式の

取得に伴い、当連結会計年度よ

り連結子会社となっておりま

す。なお、中間期末日をみなし

取得日としたため、貸借対照表

と下期の損益計算書を連結して

おります。 

 

 (2) 非連結子会社はありません。 

 

(2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

㈲山桜開発（平成19年６月18

日に㈱ゲンジフーズに商号変

更しております。） 

平成18年６月14日に株式を取得

しております。 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社１社は、小規模

であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためでありま

す。 

 

２．持分法の適用に関

する事項 

 該当事項はありません。  持分法を適用していない非連結子

会社（㈲山桜開発（平成19年６月18

日に㈱ゲンジフーズに商号変更して

おります。））は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法

の適用から除いても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

 

３．連結子会社の四半

期決算日（決算

日）等に関する事

項 

 すべての連結子会社の第３四半期

の末日は、第３四半期連結決算日と

一致しております。 

 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。 
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項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

４．株式移転に伴う連

結財務諸表上の会

計処理に関する事

項 

―――――  ㈱プライム・リンクは平成19年１

月12日に株式移転により、完全親会

社となる㈱アスラポート・ダイニン

グを設立いたしました。当該株式移

転については、企業結合に係る会計

基準（｢企業結合に係る会計基準の設

定に関する意見書｣（企業会計審議会

平成15年10月31日））及び｢企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針｣（企業会計基準適用

指針第10号 平成18年12月22日）に

基づき、共通支配下の取引として連

結財務諸表上の会計処理を行ってお

ります。 

 

５．資産の評価基準及

び評価方法 

   

(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 

時価のあるもの 

第３四半期連結決算日の市

場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 

 ――――― 

 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

 

 ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 ハ たな卸資産 

商品、貯蔵品 

終仕入原価法 

ハ たな卸資産 

商品、貯蔵品 

同左 
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項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

(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 

定率法によっております。 

なお、一部の連結子会社は、定

額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物・構築物 

２年～42年 

機械装置及び運搬具・工具器

具備品 

２年～15年 

 

（会計方針の変更） 

連結子会社は法人税法の改正

に伴い、当第３四半期連結会

計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益、税金等調整前

第３四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

 

（追加情報） 

連結子会社は法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しており

ます。 

なお、これによる営業利益、

経常利益、税金等調整前第３

四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

イ 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、子会社のうち㈱フーディ

アム・インターナショナルは、

定額法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物・構築物 

２年～42年 

機械装置及び運搬具・工具器

具備品 

２年～15年 

 

 ロ 無形固定資産 

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）に基づく定額法によ

っております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

(3)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

見積額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 ロ 賞与引当金 

一部の連結子会社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見込額のう

ち当第３四半期連結会計期間の

負担額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

一部の連結子会社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計

上しております。 
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項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

 ハ 役員賞与引当金 

当社は役員賞与の支出に備え

て、当連結会計年度における支

給見込額の当第３四半期連結会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

ハ ―――――  

 ニ 退職給付引当金 

一部の連結子会社は、従業員の

退職金の支給に備えるため、当

第３四半期連結会計期間末にお

ける退職給付債務に基づき計上

しております。 

ニ 退職給付引当金 

一部の連結子会社は、従業員の

退職金の支給に備えるため、当

連結会計年度末における退職給

付債務に基づき計上しておりま

す。 

 

(4)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。 

同左  

(5)重要なヘッジ会

計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

金利スワップについて特例処理

の条件を満たしている場合には

特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

内部規程に基づき、金利変動リ

スクをヘッジしております。 

ヘッジ手段  金利スワップ

ヘッジ対象  借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

同左 

 

 ハ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しておりま

す。 

但し、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

イ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

 (6)その他四半期連

結財務諸表（財

務諸表）作成の

ための重要な事

項 

ロ 連結納税制度の適用 

当第３四半期連結会計期間から

連結納税制度を適用しておりま

す。 

ロ ――――― 

 

 

６．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書（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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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成 19 年 12 月 31 日） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 
 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 624,239千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 606,684千円 

 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

短期借入金（6,800千円）、１年以内

返済予定長期借入金（395,468千円）

及び長期借入金（1,533,010千円）の

担保として下記資産を供しておりま

す。 

 

現金及び預金 

（定期預金） 
100,000千円

建物 55,216千円

土地 239,138千円

 計 394,354千円 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

１年以内返済予定長期借入金

（151,288千円）及び長期借入金

（241,334千円）の担保として下記資

産を供しております。 

 

建物 2,678千円

土地 66,070千円

 計 68,749千円 

 

 

※３．財務制限条項 

連結子会社である㈱ゲンジフーズ（以

下、「借入人」とする。）が取引銀行

と平成19年６月27日付で締結した金銭

消費貸借契約（当初借入元金 

1,433,000千円、当第３四半期末残高 

1,433,000千円（１年以内返済予定長

期借入金 220,000千円、長期借入金 

1,213,000千円））には、下記の財務

制限条項が付されております。 

借入人は、本契約締結日以降の平成21

年３月期以降の各決算期末において、

以下の各号の条件を遵守することを確

約しております。 

(1)借入人の連結ベースで、総借入金

の金額／EBITDAの値を5.0以下に維

持すること。 

(2)借入人の連結ベースで、（フリー

キャッシュフロー＋当該期の７月

以降翌期の６月末までの増資額又

は劣後ローン借入額）／（総借入

金の支払利息（但し、劣後ローン

の元加利息を除く。））の値を2.0

以上に維持すること。 

(3)借入人の連結ベースで、（フリー

キャッシュフロー＋当該期の７月

以降翌期の６月末までの増資額又

は劣後ローン借入額）／（本契約

の約定返済額＋総借入金の支払利

息（但し、劣後ローンの元加利息

を除く。））の値を1.05以上に維

持にすること。 

 

※３． ――――― 
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（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31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。 

 

貸倒引当金繰入額 15,215千円

給料・賞与 1,736,539千円

賞与引当金繰入額 19,060千円

退職給付費用 2,838千円

賃借料 578,402千円 

※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。

 

貸倒引当金繰入額 22,839千円

給料・賞与 1,502,569千円

賞与引当金繰入額 8,190千円

退職給付費用 1,583千円

賃借料 538,175千円 

 

 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

 

その他 717千円  

 

※２．固定資産売却益の主な内訳は次のとお

りであります。 

 

建物及び構築物 6,000千円 

 

 

※３． ――――― 

 

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

 

建物及び構築物 142千円 

 

 

※４．減損損失 

 当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しておりま

す。 

地域 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

近畿 
直営店舗 

転貸店舗 
建物等 48,305 

合計 48,305 

 当社グループは、キャッシュ・フロ

ーを生み出す 小単位として店舗を基

本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしてお

ります。 

 営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである賃貸資産及び将来使用

する見込みが無くなった権利金等につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（48,305

千円）として特別損失に計上しており

ます。その内訳は、建物及び構築物

41,233千円、工具器具備品4,041千円

リース資産3,029千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、対象資産全てに

ついて、正味売却価額を零として評価

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

ープは以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

地域 用途 種類 
減損損失

（千円）

東北 直営店舗 建物等 56,032

関東 直営店舗 建物等 60,139

近畿 直営店舗 建物等 35,384

その他 直営店舗 建物等 7,485

合計 159,041

 当社グループは、キャッシュ・フロ

ーを生み出す 小単位として店舗を基

本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしてお

ります。 

 営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである賃貸資産及び将来使用

する見込みが無くなった権利金等につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失

（159,041千円）として特別損失に計

上しております。その内訳は、建物及

び構築物120,015千円、機械装置及び

運搬具6,200千円、工具器具備品7,015

千円、長期前払費用1,938千円、リー

ス資産23,870千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、対象資産全てに

ついて、正味売却価額を零として評価

しております。 
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㈱アスラポート・ダイニング（３０６９）平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

 
 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当第３四半期連結

会計期間増加株式数

（株） 

当第３四半期連結 

会計期間減少株式数

（株） 

当第３四半期連結

会計期間末株式数

（株） 

発行済株式数     

 普通株式（注）１、２ 116,493 4,901 ― 121,394 

合計 116,493 4,901 ― 121,394 

自己株式     

 普通株式（注）２ 24 ― ― 24 

合計 24 ― ― 24 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加4,901株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末 

当第３四半期

連結会計期間

増加 

当第３四半期

連結会計期間

減少 

当第３四半期

連結会計期間

末 

当第３四半期

連結会計期間

末残高 

（千円） 

平成19年１月12日

（注） 
普通株式 5,440 ― ― 5,440 200

提出会社 

（親会社） 
ストックオプショ

ンとしての新株予

約権 

― ― ― ― ― ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 200

（注）上表の新株予約権は、権利行使可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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 

 
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） 

発行済株式数     

 普通株式（注）１、２ 103,423.67 13,070.00 0.67 116,493.00 

合計 103,423.67 13,070.00 0.67 116,493.00 

自己株式     

 普通株式（注）２ 24.67 ― 0.67 24.00 

合計 24.67 ― 0.67 24.00 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加13,070株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ２．普通株式の発行済株式総数及び自己株式の減少0.67株は、自己株式の消却によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成19年１月12日

（注） 
普通株式 ― 5,440 5,440 200

平成18年１月５日

（注） 
普通株式 18,517 ―

《5,447》

〔13,070〕
― ―

連結子会社 ストックオプショ

ンとしての新株予

約権 

普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 200

（注）当連結会計年度減少の〔 〕は、新株予約権の権利行使によるものであります。《 》は、平成18年12月８

日開催の㈱プライム・リンク臨時株主総会において株式移転が承認され、当社（提出会社）の平成19年１月

12日決議の新株予約権に承継されたものであります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

※現金及び現金同等物の第３四半期期末残高

と第３四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,698,584千円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△3,300千円 

現金及び現金同等物 1,695,284千円  

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,323,446千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△2,801千円

現金及び現金同等物 1,320,645千円
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（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
店舗運営事業 

（千円） 

フランチャイズ

事業（千円）

その他事業 

（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   

 売上高   

（1）外部顧客に対す

る売上高 
4,479,066 2,781,408 565,103 7,825,578 ― 7,825,578

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

― 507,839 54 507,893 △507,893 ―

  計 4,479,066 3,289,248 565,157 8,333,472 △507,893 7,825,578

 営業費用 4,342,041 2,541,554 624,834 7,508,430 95,930 7,604,360

 営業利益 137,024 747,693 △59,676 825,042 △603,824 221,218

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
店舗運営事業 

（千円） 

フランチャイズ

事業（千円）

その他事業 

（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   

 売上高   

（1）外部顧客に対す

る売上高 
3,347,266 2,810,489 589,453 6,747,209 ― 6,747,209

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

― ― 8 8 △8 ―

  計 3,347,266 2,810,489 589,461 6,747,217 △8 6,747,209

 営業費用 3,255,460 1,883,018 672,716 5,811,194 711,198 6,522,393

 営業利益 91,806 927,471 △83,254 936,023 △711,206 224,816

（注）１．事業は内部管理上採用している区分によっております。 
 
   ２．各区分に属する主要事業内容 

事業区分 主な事業内容 

店舗運営 直営店舗の運営 

フランチャイズ フランチャイズ本部の運営 

その他 
フランチャイズ加盟店及び一般飲食店への販売促進コンサルティング、飲食店舗転

貸 

 
   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 

 当第３四半期 

連結会計期間 

（千円） 

前連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
603,824 711,206

親会社及び一部子会社の管理部門に

係る費用であります。 

 
   ４．会計方針の変更 

（当第３四半期連結会計期間） 
「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」５．(2)イに記載のとおり、当第３四半期連

結会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産ついては、改正
後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております。なお、この変更に伴うセグメント別の営業利
益に与える影響は軽微であります。 
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所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成18

年４月１日 至 平成19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重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。 

 

海外売上高 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成18

年４月１日 至 平成19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。 
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（重要な後発事象） 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

――――― （重要な営業の譲受） 

 当社子会社の㈲山桜開発（平成19年６月18

日に㈱ゲンジフーズに商号変更しておりま

す。）は㈱オリジンフーズとの間で、飲食店

事業及びフランチャイズ事業の一部の譲受け

に関し、平成19年５月31日付けで事業譲渡契

約書を締結いたしました。 

１．目的 

新たな業態ポートフォリオの構築に㈱オ

リジンフーズの持つ強みと、当社の有す

る飲食ビジネスとフランチャイズ本部機

能における強みをかけ合わせることで、

譲り受けるブランド（業態）の成長を促

進することであります。 

２．譲り受ける相手会社の名称 

㈱オリジンフーズ 

３．譲り受ける事業の内容 

飲食店事業及びフランチャイズ事業の一

部 

４．譲り受ける資産・負債の額 

（単位：百万円）

資  産 負  債 

項目 金額 項目 金額

流動資産 106 流動負債 19

固定資産 965 固定負債 14

繰延資産 3 ― ―

合計 1,075 合計 33

５．譲受の時期 

平成19年５月31日 事業譲渡契約書締結

平成19年７月１日 事業譲受日（予定）
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当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

――――― （重要な新株の発行） 

 当社は、平成19年６月13日（午後）開催の

当社取締役会において第三者割当による新株

式発行に関して決議いたしました。当該新株

発行の内容は下記のとおりであります。 

１．その旨 

短・中期的な事業計画を確実に達成し、

企業価値を向上させるためには、特にＭ

＆Ａや事業提携による事業拡大が重要課

題であると認識しております。昨今の外

食を取り巻く環境の厳しさや後継者不足

等を反映して多数存在する案件に対して

詳細な調査を行い、グループ戦略上有意

義であると判断した事業については、時

を逃さず速やかに獲得することのできる

経営基盤を作るため、健全な財務体質作

りおよび資金調達に取り組んでおりま

す。このたびの第三者割当増資は、その

ような財務戦略の一環と位置づけており

ます。 

２．募集等の方法 

第三者割当の方法によります。 

３．(1) 発行する株式の種類及び数 

普通株式 4,901株 

(2) 発行価格 

１株につき金40,806円 

(3) 発行総額 

199,990,206円 

(4) 発行額のうち資本へ組入れる額 

99,995,103円 

４．発行のスケジュール 

平成19年６月13日
新株式発行取締役

会決議 

平成19年６月13日
有価証券届出書提

出 

平成19年６月29日
有価証券届出書効

力発生日 

平成19年６月29日 申込期日 

平成19年６月29日 払込期日 

５．新株の配当起算日 

平成19年４月１日 

６．資金の使途 

今回の第三者割当増資による手取り概算

額197百万円につきましては、戦略的事

業展開において推進中のＭ＆Ａ関連費用

に全額充当する予定です。 

（重要な新株予約権の行使） 

 当社が平成19年１月12日に発行している第

１回新株予約権につき、平成20年１月21日に

権利行使が完了し、資本金及び資本準備金が

増加いたしました。内容は以下のとおりであ

ります。 

１．発行した株式の種類及び数 

普通株式 5,440株 

２．増加した資本金      99,541千円 

３．増加した資本準備金    99,541千円 

――――― 
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６．四半期財務諸表 

当社は平成 19 年１月 12 日設立のため、前年同四半期との対比は行っておりません。 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19 年３月 31 日） 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）
  

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  426,143 670,020  

２．関係会社売掛金  9,975 6,300  

３．その他  57,578 9,368  

流動資産合計   493,696 14.3 685,689 32.2  

Ⅱ 固定資産    

１．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  6,764 ―  

無形固定資産合

計 
 6,764 ―  

２．投資その他の資

産 
   

(1) 関係会社株式 ※１ 2,941,105 1,441,105  

(2) その他  85 116  

投資その他の資

産合計 
 2,941,190 1,441,221  

固定資産合計   2,947,955 85.7 1,441,221 67.8  

資産合計   3,441,652 100.0 2,126,911 100.0  
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当第３四半期会計期間末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19 年３月 31 日） 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）
  

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  860,000 ―  

２．関係会社短期借

入金 
 245,000 125,000  

３．１年以内返済予

定長期借入金 
 419,200 697,368  

４．その他 ※３ 321,101 113,144  

流動負債合計   1,845,301 53.6 935,512 44.0  

Ⅱ 固定負債    

１．社債  294,000 250,000  

２．長期借入金  405,900 259,848  

３．その他   5,819 7,884  

固定負債合計   705,719 20.5 517,732 24.3  

負債合計   2,551,020 74.1 1,453,244 68.3  

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   399,995 11.6 300,000 14.1  

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  99,995 ―  

(2) その他資本剰

余金 
 369,905 369,905  

 資本剰余金合計   469,900 13.7 369,905 17.4  

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰

余金 
   

  繰越利益剰余

金 
 21,964 4,989  

 利益剰余金合計   21,964 0.6 4,989 0.2  

４．自己株式   △1,428 △0.0 △1,428 △0.0  

株主資本合計   890,431 25.9 673,466 31.7  

Ⅱ 新株予約権   200 0.0 200 0.0  

純資産合計   890,631 25.9 673,666 31.7  

負債・純資産合計   3,441,652 100.0 2,126,911 100.0  
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(2) 四半期損益計算書 
当第３四半期会計期間 前事業年度の要約損益計算書  

  （自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 
 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

百分比

（％）
金額 (千円) 

百分比

（％）
  

Ⅰ 営業収益   254,573 100.0 49,716 100.0  

Ⅱ 販売費及び一般管

理費 
  189,374 74.4 17,278 34.8  

営業利益   65,198 25.6 32,437 65.2  

Ⅲ 営業外収益 ※１  3,819 1.5 0 0.0  

Ⅳ 営業外費用 ※２  47,010 18.5 27,400 55.1  

経常利益   22,008 8.6 5,037 10.1  

Ⅴ 特別損失 ※３  7,518 2.9 ― ―  

税引前第３四半

期（当期）純利

益 

  14,489 5.7 5,037 10.1  

法人税、住民税

及び事業税 
 △2,484 △2,484 △1.0 48 48 0.1  

第３四半期（当

期）純利益 
  16,974 6.7 4,989 10.0  

    

- 26 - 



㈱アスラポート・ダイニング（３０６９）平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 
資本金 資本準備

金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計 繰越利益

剰余金

利益剰余

金合計

自己株式
株主資本 

合 計 

新 株 

予約権 

純資産

合 計

平成19年３月31日 

残高    （千円） 
300,000 ― 369,905 369,905 4,989 4,989 △1,428 673,466 200 673,666

第３四半期会計期間

中の変動額 
   

新株の発行 99,995 99,995 ― 99,995 ― ― ― 199,990 ― 199,990

第３四半期純利益 ― ― ― ― 16,974 16,974 ― 16,974 ― 16,974

株主資本以外の項

目の第３四半期会

計期間中の変動額 

（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間

中の変動額合計 

（千円）
99,995 99,995 ― 99,995 16,974 16,974 ― 216,964 ― 216,964

平成19年12月31日 

残高    （千円） 
399,995 99,995 369,905 469,900 21,964 21,964 △1,428 890,431 200 890,631

 

前事業年度（自 平成 19 年１月 12 日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 
資本金 その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本 

合 計 

新 株 

予約権 

純資産 

合 計 

平成19年１月12日 

残高    （千円） 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額    

株式移転による設

立 
300,000 369,905 369,905 ― ― ― 669,905 ― 669,905

当期純利益 ― ― ― 4,989 4,989 ― 4,989 ― 4,989

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △1,428 △1,428 ― △1,428

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額 

（純額） 

― ― ― ― ― ― ― 200 200

事業年度中の変動額

合計    （千円） 
300,000 369,905 369,905 4,989 4,989 △1,428 673,466 200 673,666

平成19年３月31日 

残高    （千円） 
300,000 369,905 369,905 4,989 4,989 △1,428 673,466 200 673,666
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 

 

(1) 有価証券 (1) 有価証券  １．資産の評価基準及

び評価方法 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

 

 (2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

 

２．固定資産の減価償

却の方法 

無形固定資産 

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）に基づく定額法によって

おります。

 ―――――  

３．引当金の計上基準 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業

年度における支給見込額の当第３

四半期会計期間負担額を計上して

おります。

 ―――――  

４．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 ―――――  

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

金利スワップについて特例処理

の条件を満たしている場合には

特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

内部規程に基づき、金利変動リ

スクをヘッジしております。 

ヘッジ手段  金利スワップ

ヘッジ対象  借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

同左 

 

 (3) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しておりま

す。 

但し、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 ６．その他四半期財務

諸表（財務諸表）

作成のための基本

となる重要な事項 

(2) 連結納税制度の適用 

当第３四半期会計期間から連結

納税制度を適用しております。

(2) ―――――  
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 

（平成 19 年 12 月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 
 

※１．担保資産及び担保付偶発債務 

㈱ゲンジフーズについて金融機関から

の１年以内返済予定長期借入金

（220,000千円）及び長期借入金

（1,213,000千円）の担保として下記

資産を供しております。 

 

関係会社株式 713,000千円
 

※１． ――――― 

 

 

 

 ２．偶発債務 

当社の連結子会社の借入に対する債務

保証（連帯保証）は次のとおりであり

ます。 

 

㈱プライム・リン

ク 
163,000千円

 

 

 ２． ――――― 

 

 

 

※３．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 

※３． ――――― 

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 

 

※１．営業外収益の主要項目 

 

金利スワップ評価益 2,064千円 

※１． ――――― 

 

  

 

 

※２．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 38,142千円

新株交付費 2,045千円

社債発行費 3,885千円 

 

※２．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 2,025千円

創立費 17,091千円

金利スワップ評価損 7,884千円 

 

 

※３．特別損失の主要項目 

 

企業買収費用 7,518千円  

 

※３． ――――― 

 

 
 

 

 

 ４．減価償却実施額 

 

無形固定資産 270千円 

 

 ４． ――――― 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期

間増加株式数（株）

当第３四半期会計期

間減少株式数（株） 

当第３四半期会計期

間末株式数（株）

自己株式  

 普通株式 24 ― ― 24

合計 24 ― ― 24

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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） 

自己株式  

 普通株式 ― 24 ― 24

合計 ― 24 ― 24

（注）株式数の増加 24 株は㈱プライム・リンクからの配当の受取りによるものであります。 
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（重要な後発事象） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月12日 

至 平成19年３月31日） 

 

――――― （重要な新株の発行） 

 当社は、平成19年６月13日（午後）開催の

当社取締役会において第三者割当による新株

式発行に関して決議いたしました。当該新株

発行の内容は下記のとおりであります。 

１．その旨 

短・中期的な事業計画を確実に達成し、

企業価値を向上させるためには、特にＭ

＆Ａや事業提携による事業拡大が重要課

題であると認識しております。昨今の外

食を取り巻く環境の厳しさや後継者不足

等を反映して多数存在する案件に対して

詳細な調査を行い、グループ戦略上有意

義であると判断した事業については、時

を逃さず速やかに獲得することのできる

経営基盤を作るため、健全な財務体質作

りおよび資金調達に取り組んでおりま

す。このたびの第三者割当増資は、その

ような財務戦略の一環と位置づけており

ます。 

２．募集等の方法 

第三者割当の方法によります。 

３．(1) 発行する株式の種類及び数 

普通株式 4,901株 

(2) 発行価格 

１株につき金40,806円 

(3) 発行総額 

199,990,206円 

(4) 発行額のうち資本へ組入れる額 

99,995,103円 

４．発行のスケジュール 

平成19年６月13日
新株式発行取締役

会決議 

平成19年６月13日
有価証券届出書提

出 

平成19年６月29日
有価証券届出書効

力発生日 

平成19年６月29日 申込期日 

平成19年６月29日 払込期日 

５．新株の配当起算日 

平成19年４月１日 

６．資金の使途 

今回の第三者割当増資による手取り概算

額197百万円につきましては、戦略的事

業展開において推進中のＭ＆Ａ関連費用

に全額充当する予定です。 

（重要な新株予約権の行使） 

 当社が平成19年１月12日に発行している第

１回新株予約権につき、平成20年１月21日に

権利行使が完了し、資本金及び資本準備金が

増加いたしました。内容は以下のとおりであ

ります。 

１．発行した株式の種類及び数 

普通株式 5,440株 

２．増加した資本金      99,541千円 

３．増加した資本準備金    99,541千円 

――――― 
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