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(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12月期第１四半期 1,618 (△30.2) △84 ― △148 ― △161 ― 

19年12月期第１四半期 2,317 (1.0) △238 ― △342 ― △240 ― 

（参考）19年12月期 8,756   △990   △1,531   △2,301   

 
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12月期第１四半期 △1,478 36 ― ― 

19年12月期第１四半期 △831 58 ― ― 

（参考）19年12月期 △5,515 44 ― ― 

(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12月期第１四半期 6,706 496 7.1 4,345 46 

19年12月期第１四半期 6,564 △1,849 △28.7 △6,524 28 

（参考）19年12月期 6,391 685 10.4 606 49 

(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12月期第１四半期 4 △101 △192 397 

19年12月期第１四半期 △443 △579 1,050 380 

（参考）19年12月期 △2,215 △973 3,522 687 
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２．配当の状況 

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無             ： 有 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無           ： 無 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

  円 銭 

20年12月期第１四半期 ― ― 

19年12月期第１四半期 ― ― 

 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

中間期 3,256 △30.3 46 － 33 － △16 － △149.39

通期 6,605 △24.6 240 － 214 － 164 － 1,507.08 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来における記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報

に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能

性があります。 
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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１四半期におけるわが国経済は、４月に発表された３月の日銀短観によると、円高や原油をはじめとする世界的

な素材市況の高騰が響き2003年以来の低水準となり、景気の先行きも鈍化が予想されております。 

 当社グループが属する飲食・外食業界においては、全体では伸張しているものの、居酒屋業態においては依然、非常

に厳しい状況で推移しております。 

 このような状況の下、当社グループは、平成19年12月期では『原点回帰・本業集中』をキーワードとした事業の再構

築を進め、主力事業である「高田屋」及び「札幌タスコ」事業に経営資源を集中する体制を整え、平成20年12月期を

『磐石な収益基盤の構築』をめざす一年と位置づけております。コア事業である“そば居酒屋「高田屋」”をはじめと

する飲食事業の収益力強化に注力するとともに、当社グループの更なる再編をも視野に入れた経営の効率化を追及し、

より一層のコスト削減を進めてまいりました。 

 上記の施策により、当第１四半期における当社グループの売上高は前年同四半期比30.2％減収の1,618百万円（前年

同四半期2,317百万円）となり、販売費及び一般管理費については前年同四半期比39.9％減少の866百万円（前年同四半

期1,441百万円）となりました。 

 この結果、営業損失は84百万円（前年同四半期は238百万円の損失）、経常損失は148百万円（前年同四半期は342百

万円の損失）となり、当第１四半期における四半期純損失は、161百万円（前年同四半期は240百万円の損失）となりま

した。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・資本の変動状況） 

 当第１四半期末における総資産は、6,706百万円と前連結会計年度末と比較して315百万円の増加となりました。資産

の増加の主な内訳は預け金141百万円、未収入金140百万円、敷金保証金168百万円等の増加であります。総負債は、

6,210百万円と前連結会計年度末と比較して503百万円の増加となりました。負債の増加の主な内訳は、買掛金130百万

円、預り金23百万円等の増加であります。純資産は、前連結会計年度末と比較して188百万円減少いたしました。この

結果、当第１四半期末における純資産は、496百万円であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期における現金及び現金同等物合計は、前会計年度末に比べ289百万円減少し、397百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、店舗撤退等を主因とする税金等調整前四半期純損失154百万円、売上債権の

増加17百万円、仕入債務の増加130百万円、未払金の減少77百万円等により、4百万円の収入（前年同期443百万円の支

出）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付による支出629百万円、敷金保証金の支出50百万円等により、101百万円

の支出（前年同期579百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少100百万円、長期借入金返済による支出62百万円、社債の

償還による支出30百万円等により、192百万円の支出（前年同期1,050百万円の収入）となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年３月10日に公表いたしました業績予想から変更をしておりませ

んが、引き続き業績状況を注視し、必要とされる場合には速やかに業績予想の修正を行う所存です。 

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） 

該当事項はありません。 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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（要約）四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年12月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年12月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考）前期末 
(平成19年12月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 380,798 397,790 16,991 4.5 687,002 

２．売掛金 696,285 227,138 △469,147 △67.4 382,229 

３．未収入金 202,808 725,663 522,854 257.8 584,850 

４．預け金 876,189 582,780 △293,408 △33.5 441,780 

５．短期貸付金 420,570 1,621,505 1,200,935 285.5 1,938,730 

６．その他 509,188 1,124,132 614,944 120.8 498,636 

７．貸倒引当金 △16,940 △205,311 △188,371 1,112.0 △199,279 

流動資産合計 3,068,900 4,473,699 1,404,798 45.8 4,333,949 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

（１）建物及び構築
物 842,453 422,159 △420,293 △49.9 436,699 

（２）その他 112,903 21,213 △91,690 △81.2 22,236 

２．無形固定資産 83,821 1,357 △82,463 △98.4 200 

３．投資その他の資産 2,437,761 1,702,146 △735,614 △30.2 1,512,355 

固定資産合計 3,476,939 2,146,877 △1,330,062 △38.3 1,971,491 

Ⅲ 繰延資産           

１．株式交付費 18,895 86,332 67,437 356.9 86,192 

資産合計 6,564,735 6,706,909 142,173 2.2 6,391,633 
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年12月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年12月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考）前期末 
(平成19年12月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金 684,595 758,892 74,297 10.9 628,711 

２．短期借入金 660,000 10,060 △649,939 △98.5 110,060 

３．一年以内返済予定
社債 220,000 140,000 △80,000 △36.4 170,000 

４．一年以内返済予定
長期借入金 1,048,206 761,100 △287,106 △27.4 756,933 

５．未払金 868,891 697,888 △171,002 △19.7 659,673 

６．その他 1,114,661 1,288,485 173,824 15.6 867,178 

流動負債合計 4,596,353 3,656,427 △939,925 △20.4 3,192,557 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 2,430,000 1,215,000 △1,215,000 △50.0 1,215,000 

２．長期借入金 662,597 607,960 △54,637 △8.2 674,207 

３．その他 725,372 730,756 5,383 0.7 624,858 

固定負債合計 3,817,969 2,553,716 △1,264,253 △33.1 2,514,065 

負債合計 8,414,322 6,210,144 △2,204,178 △26.2 5,706,622 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金 7,613,494 3,772,295 △3,841,198 △50.5 3,772,295 

２．資本剰余金 7,361,220 2,307,545 △5,053,675 △68.7 2,307,545 

３．利益剰余金 △16,861,102 △5,600,240 11,260,862 △66.8 △5,411,994 

株主資本合計 △1,886,387 479,600 2,365,988 ― 667,846 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 1,299 △3,873 △5,172 ― △3,873 

評価・換算差額等合
計 1,299 △3,873 △5,172 ― △3,873 

Ⅲ 新株予約権 35,501 21,037 △14,464 △40.7 21,037 

純資産合計 △1,849,586 496,765 2,346,352 ― 685,010 

負債、純資産合計 6,564,735 6,706,909 142,173 2.2 6,391,633 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成19年12月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年12月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,317,156 1,618,362 △698,793 △30.2 8,756,227 

Ⅱ 売上原価 1,113,921 835,850 △278,071 △25.0 4,313,849 

売上総利益 1,203,234 782,511 △420,722 △35.0 4,442,377 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 1,441,946 866,709 △575,236 △39.9 5,433,063 

営業損失 238,711 84,197 △154,513 △64.7 990,685 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息 10,655 2,076 △8,579 △80.5 44,703 

２．リベート収入 10,667 5,730 △4,937 △46.3 46,844 

３．受取賃貸料 227,319 153,264 △74,055 △32.6 798,795 

４．その他 3,847 2,867 △979 △25.5 62,050 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息 39,321 8,087 △31,234 △79.4 157,959 

２．賃貸原価 224,237 173,517 △50,720 △22.6 785,384 

３．支払手数料 55,804 28,772 △27,032 △48.4 442,277 

４．その他 36,686 18,035 △18,650 △50.8 107,132 

経常損失 342,272 148,671 △193,601 △56.6 1,531,044 

Ⅵ 特別利益 126,396 56,908 △69,487 △55.0 3,144,994 

Ⅶ 特別損失 20,000 62,683 42,683 213.4 3,893,684 

税金等調整前四半期
（当期）純損失 235,876 154,446 △81,430 △34.5 2,279,733 

税金費用 4,562 7,400 2,837 62.2 21,561 

四半期（当期）純損失 240,439 161,846 △78,593 △32.7 2,301,295 
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 
（平成19年12月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年12月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー       

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

△235,876 △154,446 △2,279,733 

減価償却費 52,335 113,130 191,230 

保証金償却費 ― ― 85,770 

投資有価証券売却益 △47,000 ― △87,446 

投資有価証券売却損 ― ― 168,500 

関係会社株式売却益 ― ― △2,889,194 

関係会社株式売却損 ― ― 123,351 

投資有価証券評価損 ― ― 60,400 

減損損失 ― ― 630,950 

店舗撤退損 ― 49,588 103,058 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

△107 8,449 2,216,272 

株主優待引当金 ― △38,623 △83,300 

受取利息 △10,655 △2,076 △44,703 

支払利息 13,792 8,087 157,959 

有形固定資産売却益 ― ― △56,003 

有形固定資産売却損 36,693 ― 5,396 

有形固定資産除却損 ― ― 39,622 

売上債権の増減額 
（増加：△） 64,595 △17,077 274,329 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 248 821 △2,931 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

△157,847 130,180 △187,325 

未払消費税等の増減額 
（減少：△） 27,516 14,730 △5,743 

未収還付消費税等の 
増減額（増加：△） 

― △10,828 42,647 

未払金の増減額 
（減少：△） 

△122,548 △77,814 △85,898 

預り保証金の増減額 
（減少：△） 

△12,684 ― △40,372 

前受金の増減額 
（減少：△） 

△10,948 ― △94,504 

未収入金の増減額 
（増加：△） 

△54,180 ― △265,556 
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前年同四半期 
（平成19年12月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年12月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

その他の資産の増減額 
（増加：△） 26,283 ― 64,298 

その他の負債の増減額 
（減少：△） 

△3,048 ― 11,566 

その他 ― △11,483 △87,607 

小計 △433,431 12,639 △2,034,967 

利息の受取額 8,792 276 15,518 

利息の支払額 △14,784 △8,087 △159,941 

法人税等の支払額 △4,498 ― △36,276 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

△443,921 4,828 △2,215,665 

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 

△56,409 ― △99,669 

有形固定資産の売却に
よる収入 

― 45,601 56,003 

投資有価証券の取得に
よる支出 

△109,149 ― △58,050 

投資有価証券の売却に
よる収入 130,685 ― 190,091 

敷金保証金の支出 △9,219 △50,667 △93,451 

敷金保証金の収入 17,479   161,248 

貸付による支出 △510,000 △629,979 △3,087,011 

貸付金の回収による収
入 100,332 533,224 1,043,600 

連結範囲の変更に伴う
子会社の売却による収
入 

― ― 932,551 

預け金の支出 △126,000 ― ― 

その他 △17,078 ― △19,119 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

△579,359 △101,820 △973,805 
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前年同四半期 
（平成19年12月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年12月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー       

短期借入金の増減額 
（減少額：△） 210,000 △100,000 1,797,783 

長期借入金の返済によ
る支出 

△306,498 △62,080 △516,615 

社債の発行による収入 1,230,000 ― 4,397,500 

社債の償還による支出 △85,000 △30,000 △3,083,239 

株式の発行による収入 ― ― 923,597 

新株予約権の発行によ
る収入 

― ― 204,604 

新株予約権の買戻しに
よる支出 

― ― △103,965 

借入有価証券の売却に
よる収入 

― ― 379,058 

借入有価証券の買戻し
による支出 

― ― △464,861 

配当金の支払額 1,952 ― △233 

新株発行費支払いによ
る支出 

― △139 △10,781 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 1,050,454 △192,219 3,522,848 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額 27,173 △289,212 333,377 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 353,625 687,002 353,625 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期末残高 380,798 397,790 687,002 
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(4）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成19年12月期第１四半期） 

当四半期（平成20年12月期第１四半期） 

（参考）前期（平成19年12月期） 

 
飲食経営事業 
（千円） 

物流事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 1,586,012 940,885 61,295 2,588,194 △271,038 2,317,156 

営業費用 1,505,097 936,372 132,308 2,573,778 △17,910 2,555,867 

営業利益又は営業

損失（△） 
80,915 4,513 △71,012 14,415 △253,127 △238,711 

 
飲食経営事業 
（千円） 

物流事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 1,103,138 723,865 87,338 1,914,341 △295,979 1,618,362 

営業費用 1,059,020 781,714 157,804 1,998,539 △295,979 1,702,559 

営業利益又は営業

損失（△） 
44,118 △57,849 △70,466 △84,197 ― △84,197 

 
飲食経営事業 
（千円） 

物流事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 5,934,213 3,941,885 844,773 10,720,872 △1,964,644 8,756,227 

営業費用 6,240,452 3,947,984 864,258 11,052,695 △1,305,781 9,746,913 

営業利益又は営業

損失（△） 
△306,238 △6,098 △19,485 △331,822 △658,863 △990,685 
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