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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 7,336 23.8 219 △48.5 146 △58.7 △9 ―

20年3月期第1四半期 5,926 0.0 425 △22.4 354 △36.4 121 △57.8

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 △0.96 ―

20年3月期第1四半期 11.86 11.84

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 56,359 23,810 32.1 1,794.69
20年3月期 30,179 18,873 60.5 1,807.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,075百万円 20年3月期  18,265百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

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  有  
 

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 24,083 99.4 1,438 72.4 1,466 81.0 743 ― 73.51
通期 62,400 151.9 3,680 147.8 3,751 181.8 2,009 ― 198.77

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  

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

(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ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経
済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。  

新規 4 社 （社名
ＴＲＮコーポレーション株式会社、株式会社リン
ク・ワン、ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔａｌ １号投資事業有限
責任組合、ＴＣＶＰ４号投資事業組合

） 除外 ― 社 （社名 ）

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  11,025,032株 20年3月期  11,025,032株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  953,212株 20年3月期  918,052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  10,092,596株 20年3月期第1四半期  10,224,753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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油をはじめとした資源・原材料の価格の高騰による消費

者物価の上昇が個人消費の減速に拍車をかけている状況となっております。また米国経済成長の減速などの影響も

受け、景気回復の減速感及び先行き不透明感が一層増すことになりました。 

  当業界におきましても、原油高、原材料高騰を受けた食品の相次ぐ値上げ、平均所得の減少により消費者心理の

冷え込みが一層強まり、業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況で推移しております。

　このような状況のもと、当社企業グループにおきましては、食の「安心」「安全」「品質」「健康」「親切」「信

頼」のスローガンの下さまざまな施策を実行し、お客様に喜んで頂けるよう、また同時に当社事業の発展に努めて

参りました。代表的商品である「のり弁当」では内容別にバリエーションを設け、お手軽な価格帯での商品ライン

ナップの充実を図り、好評を得ております。これら商品価格帯の充実と新たな店舗運営により、既存店の来店客数

の増加や事業領域の拡大による店舗売上伸長が売上に寄与する結果となりました。引き続き、幅広い支持を得られ

るよう努めて参ります。

　フレッシュベーカリー事業を展開している「ＨＯＫＵＯ」におきましては、既存商品のリニューアルを行い、品

質・商品価値の向上に努めると共に、新商品として、生乳で作ったオリジナルカスタードクリームを使用した「と

ろけるクリームパン」、甘酢肉団子や蟹チリなどの中華惣菜を使用した「パンde中華」シリーズを新規発売し好評

をいただきました。

　なお、当社の持ち帰り弁当事業、フレシュベーカリー事業は順調に推移しておりますが、TRNコーポレーション株

式会社及び同社連結子会社を含めての事業再構築等による同社の負担及び所有する株式の株価下落等に伴う一連の

会計処理等が、当第1四半期連結会計期間の経営成績に大きく影響しました。

　加えて、連結子会社の株式会社ほっかほっか亭総本部の事業拡大に伴う人材の確保、流通基盤の整備、地区本部・

FC店舗開発、広報戦略の確立等の人的・物的需要に多大な支援を行いました。

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は73億36百万円、経常利益は１億46百万円、当第１四

半期純損失は９百万円となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①持ち帰り弁当事業

（加盟店部門）

加盟店部門では、積極的な店舗のスクラップアンドビルドを推進してまいりました結果、６店舗出店し、15店舗閉

店いたしましたので、９店舗減少し当第１四半期連結会計期間末店舗数は588店舗となりました。

この結果、売上高は37億30百万円となりました。

（直営店部門）

直営店部門では、６店舗出店し２店舗閉店いたしましたので、４店舗増加し当第１四半期連結会計期間末店舗数は

123店舗となりました。

この結果、売上高は16億43百万円となりました。

（その他部門）

その他部門は、主として株式会社ほっかほっか亭総本部の事業領域の拡大による店舗売上伸長及び地区本部に関す

るものであります。地区本部では、２店舗出店し、２店舗閉店いたしましたので当第１四半期連結会計期間末店舗

数は268店舗となりました。この結果、売上高は15億14百万円となりました。

　②その他の事業

　その他の事業は、主としてフレッシュベーカリー事業を展開している「ＨＯＫＵＯ」における、一般消費者への

ベーカリーの販売等であり、その他の事業としては、売上高は４億46百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ261億79百万円増加し563億59百万円となりまし

た。主にＴＲＮコーポレーション株式会社の連結子会社化の寄与であり流動資産、固定資産の増加によるもので

す。

　負債は、前連結会計年度末に比べ212億41百万円増加し325億48百万円となりました。主にＴＲＮコーポレーショ

ン株式会社の連結子会社化による流動負債、固定負債の増加によるものです。

  少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ49億37百万円増加し238億10百万円となりました。

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ12.5円減少し1,794.69円となり、自己資本比率は前連結会計年度末

の60.5％から28.4ポイント低下し32.1％となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　　通期の連結業績につきましては、ＴＲＮコーポレーション株式会社（以下、同社という）を当社第１四半期連結

会計期間より連結の範囲に含めておりますが、同社株式の追加取得によるみなし取得日を同社第１四半期連結会計

期間末（平成20年５月31日）とし、当第１四半期連結会計期間は貸借対照表のみを連結しております。従いまして、

通期の連結業績予想につきましては、当会計処理に基づき、同社第１四半期連結会計期間の損益計算書を連結の範

囲から除外するため、売上高を下方修正することと致しました。なお、当第１四半期連結会計期間の損益計算書に

おいては、同社を持分法適用会社として会計処理しています。

　平成20年８月11日開示「子会社による株式の譲渡に伴う孫会社の移動に関するお知らせ」による業績にあたる影

響は当第１四半期決算短信には織り込んでおりません。

 

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）

　持分法適用関連会社であったＴＲＮコーポレーション株式会社の株式を平成20年５月に追加取得し、当第１四

半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。それに伴い株式会社リンク・ワン、ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔ

ａｌ １号投資事業有限責任組合、ＴＣＶＰ４号投資事業組合を連結の範囲に含めております。

（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

（簡便な会計処理）

　①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。

　②一般債権の貸倒見積高の算定方法

  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場合には、前連結会計

年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法に

よっております。 

　③法人税等ならびに繰延税金資産およ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つきましては、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。

　繰延税金資産の回収可能性につきましては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを使用する方法によっております。 

 （四半期連結財務諸表作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

（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

    （会計処理の変更）

　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「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）附

則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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) が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法 (貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) により算定しております。これによる影響はありません。

　      （追加情報）

　①有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～16年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間

より８～10年に変更しました。この変更は、法人税法の改正に伴うものです。

　これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。 

㈱ハークスレイ（7561）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

3－　　－



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 8,756,211 8,243,376

受取手形及び売掛金 3,912,103 1,691,298

有価証券 608,087 －

たな卸資産 － 830,543

商品及び製品 896,532 －

販売用不動産 6,546,174 －

原材料及び貯蔵品 150,900 －

繰延税金資産 230,427 138,229

その他 3,374,872 297,909

貸倒引当金 △240,401 △9,298

流動資産合計 24,234,908 11,192,058

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,690,251 3,188,957

機械装置及び運搬具（純額） 164,246 168,825

工具、器具及び備品（純額） 1,669,758 280,743

土地 6,823,104 4,725,209

建設仮勘定 87,773 －

有形固定資産合計 17,435,136 8,363,735

無形固定資産   

のれん 2,615,235 1,703,407

その他 174,136 103,634

無形固定資産合計 2,789,371 1,807,042

投資その他の資産   

投資有価証券 2,955,334 6,505,461

長期貸付金 505,509 145,249

差入保証金 － 1,554,405

敷金及び保証金 6,349,005 －

繰延税金資産 737,887 352,288

その他 2,044,802 288,470

貸倒引当金 △692,818 △28,870

投資その他の資産合計 11,899,722 8,817,005

固定資産合計 32,124,231 18,987,782

資産合計 56,359,139 30,179,841
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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 3,925,670 2,740,696

短期借入金 3,940,000 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金 4,252,557 1,087,996

未払金 2,633,604 －

未払法人税等 212,191 406,364

未払消費税等 100,173 56,866

賞与引当金 280,785 169,082

その他 2,309,684 642,726

流動負債合計 17,654,667 8,103,732

固定負債   

社債 776,500 －

長期借入金 10,972,822 1,737,343

長期預り金 1,157,764 －

退職給付引当金 29,284 32,746

負ののれん 311,664 －

預り保証金 1,121,309 1,110,172

繰延税金負債 176,956 91,670

その他 347,513 231,040

固定負債合計 14,893,814 3,202,973

負債合計 32,548,482 11,306,705

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,036,649 4,036,649

資本剰余金 3,930,886 3,930,886

利益剰余金 11,572,988 11,787,922

自己株式 △1,405,556 △1,359,154

株主資本合計 18,134,968 18,396,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,078 △131,065

評価・換算差額等合計 △59,078 △131,065

新株予約権 33,476 －

少数株主持分 5,701,290 607,896

純資産合計 23,810,657 18,873,135

負債純資産合計 56,359,139 30,179,841
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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 7,336,147

売上原価 4,573,506

売上総利益 2,762,641

販売費及び一般管理費 2,543,575

営業利益 219,065

営業外収益  

受取利息 11,270

受取配当金 5,256

投資有価証券売却益 18,548

賃貸収入 42,160

匿名組合投資利益 36,705

その他 22,358

営業外収益合計 136,299

営業外費用  

支払利息 25,298

投資有価証券売却損 57,581

賃貸費用 14,707

持分法による投資損失 63,887

その他 47,128

営業外費用合計 208,603

経常利益 146,761

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,431

特別利益合計 8,431

特別損失  

固定資産除却損 18,700

投資有価証券評価損 33,400

その他 8,619

特別損失合計 60,719

税金等調整前四半期純利益 94,473

法人税、住民税及び事業税 176,850

法人税等調整額 △21,394

法人税等合計 155,455

少数株主損失（△） △51,309

四半期純損失（△） △9,673
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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利益 94,473

減価償却費 121,260

固定資産除却損 18,700

投資有価証券売却損益（△は益） 39,033

投資有価証券評価損益（△は益） 33,400

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,984

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,462

受取利息及び受取配当金 △16,526

支払利息 25,298

為替差損益（△は益） △242

のれん償却額 52,763

持分法による投資損益（△は益） 63,887

売上債権の増減額（△は増加） △588,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,122

仕入債務の増減額（△は減少） 696,123

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,401

その他 171,140

小計 646,533

法人税等の支払額 △435,184

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,348

投資活動によるキャッシュ・フロー  

利息及び配当金の受取額 39,510

有形固定資産の取得による支出 △189,724

有形固定資産の除却による支出 △4,529

無形固定資産の取得による支出 △270

投資有価証券の売却による収入 268,998

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

3,679,033

貸付けによる支出 △6,000

貸付金の回収による収入 9,115

保険積立金の払戻による収入 18,888

その他 13,400

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,828,423

財務活動によるキャッシュ・フロー  

利息の支払額 △21,216

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,000,000

長期借入金の返済による支出 △271,999

自己株式の取得による支出 △46,402

配当金の支払額 △187,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,527,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,834

現金及び現金同等物の期首残高 8,243,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,756,211
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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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　  当連結グループは、事業の種類として「持ち帰り弁当事業」及び「その他の事業」に区分しており、当第

　１四半期連結累計期間については、全セグメント売上高の合計額及び営業利益の合計額に占める「持ち帰り弁

  当事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

　  在外支店及び海外子会社はありませんので、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

　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）

　　海外売上高はありませんので、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

　　　　　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,926,721

Ⅱ　売上原価 3,536,742

売上総利益 2,389,978

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,964,403

営業利益 425,574

Ⅳ　営業外収益 119,103

　受取利息 44,533

　受取配当金 5,176

　賃貸収入 43,127

　為替差益 202

　その他 26,063

Ⅴ　営業外費用 189,680

　支払利息 18,089

　投資有価証券売却損 6,212

　賃貸費用 13,320

　持分法による投資損失 135,089

　その他 16,968

経常利益 354,997

Ⅵ　特別利益 6,748

　固定資産売却益 6,748

Ⅶ　特別損失 22,265

　固定資産除却損 22,265

税金等調整前四半期純利益 339,480

税金費用 214,145

少数株主利益 4,105

四半期純利益 121,230
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