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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 3,103 ― △2 ― △35 ― △53 ―

20年3月期第1四半期 2,027 ― 41 ― 28 ― 13 ―

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 △423.10 ―

20年3月期第1四半期 113.53 112.87

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 7,303 1,072 14.7 8,444.38
20年3月期 7,808 1,163 14.4 8,865.07

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,070百万円 20年3月期  1,124百万円

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 6,100 ― 70 ― 14 ― 3 ― 23.66
通期 12,000 10.2 200 △23.4 100 △30.0 80 △40.8 630.87

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ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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。  

(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 
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。 
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。 

新規 ― 社 （社名 ） 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  126,834株 20年3月期  126,834株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  24株 20年3月期  24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  126,810株 20年3月期第1四半期  116,576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１四半期におけるわが国の経済は、原油や穀物の価格高騰による物価上昇や、米国のサブプライムローン

問題を契機とした景気減速懸念などが企業収益や個人消費を圧迫し、厳しい状況で推移いたしました。外食産業

においても、ガソリン価格の高騰等による外食機会の減少、食品偽装問題による消費者の食への不安、食材価格

の高騰、人材不足による人件費の高騰などによる厳しい経営環境が依然として続いており、平成 20 年４－６月の

パブ・居酒屋の既存店売上高前年比は 97.5％となっております。 

このような状況の下、当社グループは既存業態の業績向上、新規業態の開発・出店並びにＭ＆Ａや事業提携を

通じた事業の拡大に取り組んでまいりました。 

既存事業の業績においては、「牛角」96.1％、「おだいどこ」94.0%、「串特急」95.2％となり、依然として厳

しい状況が続きましたが、「とりでん」では 102.9％と、平成 20 年 3 月より推進してきたランチメニュー導入が

奏功したことにより好調に推移いたしました。 

直営店の出店状況といたしましては、「おだいどこ」２店舗を出店し、「牛角」１店舗を加盟企業へ譲渡いた

しました。フランチャイズ店は、「牛角」１店舗（上記直営店譲渡による）、「おだいどこ」１店舗を出店し、

「牛角」「とりでん」など９店舗を閉店いたしました。以上により、当第１四半期末における直営店は 92 店舗、

フランチャイズ店は 395 店舗、合計 487 店舗となりました。 

前年度第２四半期以降に連結子会社化した２社の業態のうち、フランチャイズ店を全国展開する「とり鉄」で

は鶏専門店を前面に打ち出すメニューが好評であったことから、当第１四半期の業績は計画を上回って進捗いた

しました。一方で、北関東地区で直営店を中心に展開する㈱ゲンジフーズの業態では、主要食材の価格が高騰し

ていること、事業譲受時より取り組んできた店舗オペレーションの改善施策や新規導入した店舗システムの定着

に遅れが生じたことにより業績が計画を大きく下回りましたが、メニューチェンジによる原価低減及びグループ

のノウハウを活用した店舗運営教育等によって、計画数値のキャッチアップを進めております。 

以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 3,103 百万円、営業損失は２百万円、経常損失は 35 百万

円、四半期純損失は 53 百万円となりました。なお、訴訟費用として特別損失を５百万円計上しております。 

 

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 

当第１四半期末の総資産は 7,303 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 505 百万円減少いたしました。

これは主に、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少、四半期純損失の計上によるものであります。 

負債合計は 6,230 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 414 百万円減少いたしました。これは主に、借入

金の返済によるものであります。純資産については、四半期純損失の計上及び連結子会社㈱フーディアム・イ

ンターナショナル株式の追加取得（持株比率が 70.4％から 97.9％に増加）による少数株主持分の減少により、

前連結会計年度末と比べ 90 百万円減少し、1,072 百万円となっております（自己資本比率は 14.7%）。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べて 212

百万円減少し 784 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとな

りました。 

（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、350 百万円となりました。これは、主に売上債権の回収 123 百万円及び有

形固定資産・のれん等の償却費 136 百万円など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、193 百万円となりました。これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取

得による支出（130 百万円）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、369 百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済及び社債の償還

による支出（246 百万円）によるものであります。 
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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、第２四半期連結累計期間、通期とも平成 20 年５月 15 日に公

表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

 

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） 

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み

とめられるため、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。 

③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。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 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、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、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。 

なお、この変更に伴う損益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等の適用 

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日以後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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース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を適用しております。 

この変更に伴い、リース資産が有形固定資産に 4,700 千円計上され、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軽微であります。 
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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 
 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表  

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日） 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  902,597  1,111,554 

  売掛金  795,906  919,684 

  商品  46,156  47,777 

  貯蔵品  8,385  8,595 

  その他  340,130  510,102 

  貸倒引当金  △65,368  △59,478 

  流動資産合計  2,027,808  2,538,236 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物  1,341,311  1,330,586 

   その他（純額）  412,638  361,206 

   有形固定資産合計  1,753,950  1,691,793 

  無形固定資産     

   のれん  1,834,621  1,894,158 

   その他  152,887  146,520 

   無形固定資産合計  1,987,509  2,040,679 

  投資その他の資産     

   敷金及び保証金  1,161,633  1,136,993 

   その他  401,255  429,830 

   貸倒引当金  △29,002  △29,002 

   投資その他の資産合計  1,533,886  1,537,821 

  固定資産合計  5,275,345  5,270,294 

 資産合計  7,303,153  7,808,531 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
 

前連結会計年度末に係 
る要約連結貸借対照表  

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日） 

負債の部     

 流動負債     

  買掛金  582,057  606,680 

  短期借入金  397,000  550,200 

  1年内返済予定の長期借入金  812,624  856,974 

  未払法人税等  17,141  42,966 

  賞与引当金  28,680  15,180 

  その他  1,106,131  1,113,886 

  流動負債合計  2,943,634  3,185,887 

 固定負債     

  社債  654,000  722,000 

  長期借入金  1,816,042  1,899,723 

  退職給付引当金  13,870  14,494 

  その他  802,809  823,036 

  固定負債合計  3,286,721  3,459,253 

 負債合計  6,230,355  6,645,141 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  499,536  499,536 

  資本剰余金  457,833  457,833 

  利益剰余金  115,242  168,895 

  自己株式  △1,428  △1,428 

  株主資本合計  1,071,183  1,124,837 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  △352  △658 

  評価・換算差額等合計  △352  △658 

 少数株主持分  1,966  39,211 

 純資産合計  1,072,798  1,163,390 

負債純資産合計  7,303,153  7,808,531 
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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  3,103,778   

売上原価  1,497,811   

売上総利益  1,605,966   

販売費及び一般管理費  1,608,283   

営業損失（△）  △2,317   

営業外収益     

 受取利息  1,024   

 受取配当金  0   

 その他  6,318   

 営業外収益計  7,343   

営業外費用     

 支払利息  33,876   

 その他  6,329   

 営業外費用計  40,205   

経常損失（△）  △35,179   

特別損失  5,497   

税金等調整前四半期純損失（△）  △40,677   

法人税、住民税及び事業税  17,113   

法人税等調整額  △4,037   

法人税等合計  13,075   

少数株主損失（△）  △99   

四半期純損失（△）  △53,653   
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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（△）  △40,677   

 減価償却費及びその他の償却費  84,310   

 のれん償却費  52,553   

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  5,890   

 受取利息及び受取配当金  △1,025   

 支払利息  33,876   

 売上債権の増減額（△は増加）  123,778   

 たな卸資産の増減額（△は増加）  1,830   

 仕入債務の増減額（△は減少）  △24,622   

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △53,173   

 その他  131,806   

 小計  314,546   

 利息及び配当金の受取額  1,025   

 利息の支払額  △20,597   

 法人税等の支払額  △39,766   

 受取手数料の受取額  95,238   

 営業活動によるキャッシュ・フロー  350,445   

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  △103,300   

 定期預金の払戻による収入  100,000   

 有形固定資産の取得による支出  △130,102   

 有形固定資産の売却による収入  17,026   

 無形固定資産の取得による支出  △13,585   

 関係会社株式の取得による支出  △20,000   

 敷金及び保証金の差入による支出  △31,330   

 敷金及び保証金の回収による収入  2,123   

 長期前払費用の取得による支出  △5,513   

 その他  △8,692   

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △193,374   

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（△は減少）  △153,200   

 長期借入れによる収入  50,000   

 長期借入金の返済による支出  △178,031   

 社債の償還による支出  △68,000   

 割賦債務の返済による支出  △20,097   

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △369,328   

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

 △212,257   

現金及び現金同等物の期首残高  996,954   

現金及び現金同等物の四半期末残高  784,697   
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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) 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 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

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） 

区分 金額 (千円) 

Ⅰ 売上高 2,027,046

Ⅱ 売上原価 884,297

売上総利益 1,142,749

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,100,906

営業利益 41,842

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 471

２．受取配当金 4

３．金利スワップ評価益 2,356

４．保証金返還益 1,196

５．その他 6,558 10,587

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 16,935

２．株式交付費 2,907

３．その他 3,638 23,481

経常利益 28,948

Ⅵ 特別利益 

１．和解金収入 14,814

２．償却債権取立益 14,041

３．店舗敷金戻入益 5,000 33,855

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産処分損 11,200

２．減損損失 7,164

３．企業買収費用 7,518

４．和解金 9,200

５．その他 9,426 44,508

税金等調整前四半期純利益 18,295

法人税、住民税及び事業税 3,685

法人税等調整額 1,149 4,834

少数株主利益 225

四半期純利益 13,234
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

当第１四半期連結会計期間 
 (自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

区分 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１四半期純利益 18,295 

減価償却費及び償却費 61,058 

貸倒引当金の増減額 △3,235 

受取利息及び受取配当金 △476 

支払利息 16,935 

のれん償却費 18,936 

減損損失 7,164 

売上債権の増減額 △28,495 

たな卸資産の増減額 3,313 

仕入債務の増減額 59,043 

未払消費税等の増減額 △42,217 

リース資産減損勘定の取崩額 △24,082 

その他 △39,195 

小計 47,043 

利息及び配当金の受取額 453 

利息の支払額 △16,841 

法人税等の支払額 △16,758 

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,896 

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 △113,063 

有形固定資産の売却による収入 32,777 

敷金・保証金の返還による収入 20,422 

長期前払費用に係る支出 △9,918 

その他 △3,035 

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,817 

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 63,000 

長期借入れによる収入 217,000 

長期借入金の返済による支出 △332,225 

割賦購入未払金の返済による支出 △52,895 

新株の発行による収入 197,083 

社債の償還による支出 △50,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,962 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △16,958 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,320,645 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,303,686 
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