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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,963 ― △8 ― △9 ― △44 ―

20年3月期第1四半期 5,040 △9.2 28 △57.2 17 △73.2 7 △83.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1.71 ―

20年3月期第1四半期 0.28 0.28

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

21年3月期第1四半期 14,309 9,897 69.1 379.23
20年3月期 14,334 9,930 69.2 380.51

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,891百万円 20年3月期  9,925百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 9,976 1.1 67 7.5 60 △11.2 69 ― 2.65
通期 20,085 1.8 174 90.4 182 118.4 121 57.1 4.64

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、3頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、3頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
 第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.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、業績の変化等 
 により、上記予想数値と異なる場合があります。  

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） 21年3月期第1四半期  26,579,527株 20年3月期  26,579,527株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  496,115株 20年3月期  495,997株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  26,083,431株 20年3月期第1四半期  26,084,154株
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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１四半期における我が国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の値上げ、サブプライムローン問題に

端を発した金融市場の不安定化、円高等の影響により景気は減速傾向の状態で経過いたしました。
外食産業界におきましても、ガソリン価格や食料品、一般消費財の値上がり等に加えて、景気の先行き不

透明感が加わり、個人消費が低迷する中、更に食品偽装問題等の食品に対する不信感からお客様離れが生じ、
一層厳しい状況となっております。
こうした中、当社はお客様に合ったメニュー開発・サービス向上に注力し、安全性・健康志向等の一層の

こだわりを追求したマーチャンダイジングを図ってまいりました。
その一方で、「テング酒場」の新業態の立ち上げを行い、新規出店として「テング酒場」稲毛東口店（千葉

県千葉市）を、また、「くわい家」業態の新しいタイプとして「SAKE BAR ＆ お魚DINING くわい家」銀
座店と、２店舗を出店し、売上確保に努めました。
その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、既存店ベース売上高で前年同期間比99.4％、お客様数は

前年同期間比100.1％とほぼ前年同期間と同水準の実績を維持することができましたが、全体の売上高は、49
億63百万円（前年同期間比98.5％）にとどまりました。
利益につきましては、原価率の圧縮が1ポイント図れたものの、人件費の上昇や諸経費増が影響し、それら

を吸収できる売上確保に至らなかったため、営業損失が8百万円（前年同期間比37百万円減益）、経常損失9百
万円（前年同期間比27百万円減益）、四半期純損失44百万円（前年同期間比51百万円減益）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債及び純資産の状況

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて24百万円減少し、143億9百万円となりました。これ
は、リース資産を新たに計上したこと等により有形固定資産が1億85百万円増加したものの、現金及び預金
が75百万円、棚卸資産が48百万円、その他流動資産が48百万円、無形固定資産が9百万円、投資その他の資
産が14百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債につきましては、リース債務の新たな計上等により前連結会計年度末に比べて7百万円増加し、44億

11百万円となりました。
純資産につきましては、四半期純損失44百万円の計上等により前連結会計年度末に比べて32百万円減少

し、98億97百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況
当第１四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが2億60百万円増

加、投資活動によるキャッシュ・フローが2億9百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが1億25百
万円減少となりました結果、前連結会計年度末に比べ75百万円減少し32億37百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な増加は、減価償却費によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローの主な減少は、有形固定資産の取得による支出によるものであり

ます。
財務活動によるキャッシュ・フローの主な減少は、借入金の返済による支出によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。
③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。
また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成
19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」
に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更
　 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７
月５日 企業会計基準第９号）が適用されることに伴い、総平均法による原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税金等調整前四
半期純損失に与える影響はありません。

③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、「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））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること
ができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常
の売買取引に係る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、残存価格を零とする定額法を採用
しております。なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響は
ありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,237,016 3,312,263

売掛金 106,224 120,959

商品 81,969 95,434

半製品 163,243 198,111

その他 401,083 449,174

貸倒引当金 △48 △127

流動資産合計 3,989,490 4,175,817

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,265,383 11,162,161

減価償却累計額 △8,063,013 △7,962,172

建物及び構築物（純額） 3,202,369 3,199,988

機械及び装置 1,683,432 1,692,914

減価償却累計額 △1,213,228 △1,211,459

機械及び装置（純額） 470,203 481,454

工具、器具及び備品 2,194,751 1,883,723

減価償却累計額 △1,651,153 △1,511,125

工具、器具及び備品（純額） 543,597 372,598

土地 334,222 334,222

建設仮勘定 24,520 1,500

有形固定資産合計 4,574,913 4,389,763

無形固定資産 153,222 162,309

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,184,847 5,186,800

その他 412,468 425,089

貸倒引当金 △5,500 △5,500

投資その他の資産合計 5,591,815 5,606,390

固定資産合計 10,319,951 10,158,463

資産合計 14,309,441 14,334,280
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 452,514 534,120

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 444,400 444,400

未払法人税等 38,194 93,859

その他 1,068,337 973,105

流動負債合計 2,303,446 2,345,485

固定負債

長期借入金 1,103,900 1,215,000

退職給付引当金 749,742 732,174

その他 254,439 111,278

固定負債合計 2,108,081 2,058,453

負債合計 4,411,527 4,403,939

純資産の部

株主資本

資本金 5,257,201 5,257,201

資本剰余金 1,320,293 1,320,293

利益剰余金 3,508,660 3,553,343

自己株式 △202,571 △202,530

株主資本合計 9,883,583 9,928,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 57,631 46,201

土地再評価差額金 △49,400 △49,400

評価・換算差額等合計 8,231 △3,199

新株予約権 6,098 5,233

純資産合計 9,897,913 9,930,341

負債純資産合計 14,309,441 14,334,280
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　 【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,963,741

売上原価 1,436,705

売上総利益 3,527,036

販売費及び一般管理費

人件費 1,801,076

退職給付費用 50,953

その他 1,683,919

販売費及び一般管理費合計 3,535,949

営業損失（△） △8,913

営業外収益

受取利息 894

受取配当金 1,704

受取賃貸料 2,286

固定資産受贈益 4,007

その他 4,514

営業外収益合計 13,407

営業外費用

支払利息 9,445

その他 4,739

営業外費用合計 14,185

経常損失（△） △9,691

特別損失

固定資産除却損 7,928

リニューアル諸費用 959

その他 5,110

特別損失合計 13,997

税金等調整前四半期純損失（△） △23,688

法人税、住民税及び事業税 20,994

法人税等調整額 0

法人税等合計 20,994

四半期純損失（△） △44,683
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △23,688

減価償却費 219,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,567

受取利息及び受取配当金 △2,598

受取賃貸料 △2,286

支払利息 9,445

有形固定資産除却損 7,928

売上債権の増減額（△は増加） 14,734

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,332

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,842

仕入債務の増減額（△は減少） △81,606

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,725

その他の流動負債の増減額（△は減少） 39,918

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 1,952

その他 47,896

小計 341,502

利息及び配当金の受取額 2,612

賃貸料の受取額 2,115

利息の支払額 △8,910

法人税等の支払額 △76,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,661

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 △201,260

貸付金の回収による収入 206

長期前払費用の取得による支出 △8,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △111,100

リース債務の返済による支出 △14,803

自己株式の取得による支出 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,247

現金及び現金同等物の期首残高 3,312,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,237,016
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間については、当社グループは製品の種類、性質、販売市場等の類似性から判
断して、同種の外食産業及び補完的事業を営んでいるため、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。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間については、当社グループは在外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１四半期連結累計期間については、当社グループは海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

金 額

 Ⅰ 売上高 5,040

 Ⅱ 売上原価 1,516

  売上総利益 3,524

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,496

  営業利益 28

 Ⅳ 営業外収益 10

 Ⅴ 営業外費用 20

  経常利益 17

 Ⅵ 特別利益 24

 Ⅵ 特別損失 15

  税金等調整前四半期純利益 26

  税金費用 19

  四半期純利益 7
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