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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,385 ― △38 ― △53 ― △102 ―

20年3月期第2四半期 5,513 14.4 198 522.6 178 ― △28 ―

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2四半期 △2.42 ―

20年3月期第2四半期 △0.66 ―

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2四半期 11,200 6,893 61.5 164.32
20年3月期 10,818 7,159 66.2 170.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,893百万円 20年3月期  7,159百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 2.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 11,800 3.8 330 △43.8 300 △46.6 90 △31.3 2.15

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  42,000,000株 20年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  54,160株 20年3月期  53,660株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  41,946,126株 20年3月期第2四半期  41,946,440株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は、当社が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、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場合があります。 
・当事業年度より「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
適用しています。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 
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当第2四半期においては、サブプライムローン問題の長期化による世界経済の減速と輸出の鈍化、原油
や原材料価格の高騰、円高等の影響により、企業収益は減少に転じました。また、個人消費においても、
所得が伸び悩む中、消費マインドは依然低く、ガソリン価格や商品価格の上昇により消費者の倹約志向が
高まるなど、当社の主力事業である飲食事業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しました。外食業界にお
ける既存店ベース全体での売上高は、7月、8月はほぼ前年並みに推移したものの、9月は前年比約5%減少
し、また、比較的高単価なディナーレストランの売上高は、当第2四半期3ヶ月連続で前年を下回りまし
た。（日本フードサービス協会調べ） 
 このような環境の中、飲食事業部門の当第2四半期累計期間の売上高は4,985百万円と前年同期比2.4%減
にとどまりました。これは鍋ぞうを主力とする牛肉業態の売上高が前年同期比6.2%増と好調であったもの
の、イタリアン、ディナーストランなどの洋食業態で17.7%、和食業態で6.3%、バー業態で6.3%それぞれ
売上高が減少したことによるものです。なお、当第2四半期には、大阪にロウリーズ・ザ・プライムリブ2
号店を、また、大型ショッピングセンターへの初出店として、イオンレイクタウンにカントリーパンケー
キハウスをそれぞれ出店しました。その結果、当第2四半期末の飲食事業部門の店舗数は65店舗で、業態
別内訳は、牛肉業態37店舗、洋食業態14店舗、和食業態7店舗、バー業態6店舗、ドルチェショップ1店舗
となりました。 
 その他事業部門として、当第2四半期においても、引き続き所有不動産の賃貸ならびにビジネスホテ
ル、ビリヤード場各1店舗の経営を行い、また、フランチャイズ事業を展開しました。これらの事業の当
第2四半期累計期間売上高は前年同期比1.5%減の389百万円を計上しました。 
 これら両部門に本社部門の売上を加えた当社の当第2四半期累計期間の全売上高は前年同期比2.3%減の
5,385百万円にとどまりました。 
 損益面では、売上減と原材料費上昇に伴い、売上総利益が前年同期比139百万円減少したことに加え、
今後の新規出店に備えた人員増強による人件費増加などにより、当第2四半期累計期間の営業損益は前年
同期比237百万円減の38百万円の損失となりました。また、当第2四半期累計期間の経常損益は前年同期比
231百万円減の53百万円の経常損失、純損益は、経常損失に松戸鍋ぞうの店舗閉鎖損失等を加え、前年同
期比74百万円減の純損失102百万円となりました。 
 当期は、中期経営計画“チャレンジ10”の達成に向け、既に9店舗の出店を決定しており、これら店舗
の早期立ち上げを図るとともに各店舗における現場力の更なる向上に取り組んでまいります。 
 前年同期比につきましては参考として記載しています。 
  

  

当第2四半期末の総資産は11,200百万円となり、前事業年度末と比較して382百万円増加しました。主な
要因は、現金および預金の増加によるものです。 
当第2四半期末の末の負債は4,307百万円となり、前事業年度末と比較して648百万円増加しました。主な
要因は、下期に新規出店する店舗の設備費用の資金調達を行ったことによるものです。 
 当第2四半期末の純資産は6,893百万円となり、前事業年度末と比較して266百万円減少しました。主な
要因は、配当金の支払いおよび当第2四半期累計期間が純損失であったことによります。 
  
（キャッシュ・フローについて） 

 当第2四半期末の現金および現金同等物は以下に記載したキャッシュ・フローにより883百万円となり、
前事業年度末に比べ207百万円増加しました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いが225百万円、固定資産の減価償却費が205百
万円あり、また当第2四半期累計期間の税引前損益が89百万円の純損失になったなどにより、営業活動の
キャッシュ・フローは125百万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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として店舗内装設備等の取得により306百万円の支出、新規店
舗の差入保証金で126百万円の支出、一方店舗閉店により差入保証金67百万円の収入などがあった結果、
382百万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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期および長期借入金による収入が1,586百万円、一方、支出は
短期および長期借入金の返済が748百万円、配当の支払いが125百万円の支出となった結果、713百万円の
収入となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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世界的な金融不安の高まり、資源・食糧価格の高騰、円高等により企業収益環境は一段と悪化してお
り、消費者の倹約志向、内食傾向も更に強まるものと予想されます。こうした事業環境の中、当社として
も一層の経営努力を図ってまいりますが、通期の業績予想については、当初計画を下回り、売上高11,800
百万円（前期比3.8%増）、営業利益330百万円（前期比43.8%減）経常利益300百万円（前期比46.6%減）、
当期純利益90百万円（前期比31.3%減）となる見込みです。 
 詳細は、平成20年11月7日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  なお、平成20年5月8日の決算発表時の通期業績予想との差異は以下の通りです。 
  

 
   （注）上記業績予想数値は、現時点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    
        は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 
  

（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事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定していま
す。 
（税金費用の計算） 
 税金費用については、当第２四半期事業年度を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算していま
す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 
  

①当事業年度より「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)を適用しています。また、「四半期財務諸
表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 
②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、 終仕入原価法による原価法を適用してい
ましたが、当第1四半期会計期間より「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、 終仕入原価法による原価法（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方法）により算定しています。この変更による損益に与える影響はありませ
ん。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円）

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

(円）

前回発表予想（A） 12,200 500 450 200 4.77

今回修正予想（B) 11,800 330 300 90 2.15

増減率（B－A) △400 △170 △150 △ 110 △ 2.62

増減率（％） △3.3% △34.0% △33.3% △55.0% △54.9%

（ご参考） 
前期実績（平成20年3月期） 11,369 587 562 131 3.13

4. その他
(1) 簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 882,787 675,906 

売掛金 306,372 326,888 

その他 171,335 177,640 

流動資産合計 1,360,493 1,180,433 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 2,341,151 2,340,899 

土地 4,959,730 4,958,608 

その他（純額） 527,917 322,632 

有形固定資産合計 7,828,798 7,622,140 

無形固定資産 73,478 70,479 

投資その他の資産 

投資有価証券 333,946 400,075 

差入保証金 1,505,091 1,446,124 

その他 98,174 98,896 

投資その他の資産合計 1,937,211 1,945,094 

固定資産合計 9,839,487 9,637,713 

資産合計 11,199,981 10,818,146 

負債の部 

流動負債 

買掛金 459,175 480,879 

短期借入金 222,500 105,800 

1年内返済予定の長期借入金 732,776 615,060 

未払費用 545,859 485,115 

その他 494,281 670,587 

流動負債合計 2,454,591 2,357,441 

固定負債 

長期借入金 1,608,732 1,004,893 

その他 243,943 296,831 

固定負債合計 1,852,675 1,301,724 

負債合計 4,307,266 3,659,165 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,280,000 4,280,000 

資本剰余金 2,069,534 2,069,534 

利益剰余金 400,777 628,212 

自己株式 △7,444 △7,382 

株主資本合計 6,742,868 6,970,364 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 149,847 188,617 

評価・換算差額等合計 149,847 188,617 

純資産合計 6,892,715 7,158,981 

負債純資産合計 11,199,981 10,818,146 
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(2) 【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日) 

売上高 5,385,098 

売上原価 1,363,082 

売上総利益 4,022,016 

販売費及び一般管理費 4,060,348 

営業損失（△） △38,333 

営業外収益 

受取配当金 5,543 

その他 5,880 

営業外収益合計 11,424 

営業外費用 

支払利息 26,034 

その他 305 

営業外費用合計 26,339 

経常損失（△） △53,248 

特別利益 

投資有価証券売却益 444 

特別利益合計 444 

特別損失 

店舗閉鎖損失 33,769 

固定資産除却損 2,414 

その他 482 

特別損失合計 36,665 

税引前四半期純損失（△） △89,469 

法人税等 12,126 

四半期純損失（△） △101,595 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △89,469 

減価償却費 204,939 

長期前払費用償却額 722 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,939 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,531 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 

受取利息及び受取配当金 △6,227 

支払利息 26,034 

為替差損益（△は益） △367 

投資有価証券売却損益（△は益） △444 

有形固定資産除却損 2,101 

売上債権の増減額（△は増加） 20,516 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,388 

その他の資産の増減額（△は増加） 15,591 

仕入債務の増減額（△は減少） △21,704 

未払債務の増減額（△は減少） 51,327 

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,158 

その他の負債の増減額（△は減少） 8,077 

小計 120,081 

利息及び配当金の受取額 6,227 

利息の支払額 △26,034 

法人税等の支払額 △224,903 

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,630 

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 △306,203 

無形固定資産の取得による支出 △17,661 

投資有価証券の売却による収入 1,227 

差入保証金の差入による支出 △125,710 

差入保証金の回収による収入 66,845 

預り保証金の返還による支出 △39,747 

預り保証金の受入による収入 39,436 

投資活動によるキャッシュ・フロー △381,814 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 486,000 

短期借入金の返済による支出 △369,300 

長期借入れによる収入 1,100,000 

長期借入金の返済による支出 △378,445 

自己株式の取得による支出 △63 

配当金の支払額 △125,235 

財務活動によるキャッシュ・フロー 712,958 

現金及び現金同等物に係る換算差額 367 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,881 

現金及び現金同等物の期首残高 675,906 

現金及び現金同等物の四半期末残高 882,787 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)前中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

（単位:千円）

科目 前中間会計期間

自 平成19年 4月 1日
至 平成19年 9月30日

金額

Ⅰ 売上高 5,512,587

Ⅱ 売上原価 1,351,371

売上総利益 4,161,216

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,962,725

営業利益 198,492

Ⅳ 営業外収益 10,821

Ⅴ 営業外費用 31,666

支払利息 30,818

その他 848

経常利益 177,646

Ⅵ 特別利益 70,200

営業補償金 70,200

Ⅶ 特別損失 187,861

減損損失 118,598

店舗閉店損失 67,019

その他 2,244

税引前中間純利益 59,986

法人税、住民税及び事業税 87,651

中間純利益 27,665

(注)千円未満を四捨五入して表示しています。
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(2)前中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（単位:千円）

前中間会計期間

自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日

金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 59,986

減価償却費 208,720

減損損失 118,598

長期前払費用償却費 1,361

賞与引当金の増減額(△は減少) 3,818

退職給付引当金の増減額(△は減少) 1,948

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 3,250

受取利息及び受取配当金 △4,803

支払利息 30,818

有形固定資産除却損 62,703

売上債権の増減額(△は増加) △10,796

たな卸資産の増減額(△は増加) 9,014

その他資産の増減額(△は増加) 19,634

仕入債務の増減額(△は減少) 19,287

未払債務の増減額(△は減少) △39,687

未払消費税等の増減額(△は減少) △19,567

その他の負債の増減額(△は減少) 36,641

小計 500,926

利息及び配当金の受取額 4,803

利息の支払額 △31,902

法人税等の支払額 △141,835

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,992

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 △271,392

無形固定資産の取得による支出 △4,789

差入保証金の差入による支出 △1,373

差入保証金の回収による支出 153,307

投資その他の資産の取得による支出 △18,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,931

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 384,000

短期借入金の返済による支出 △266,800

長期借入による収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △440,049

社債の償還による支出 △40,000

自己株式の取得による支出 △25

配当金の支払額 △81,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,725

現金及び現金同等物に係る換算差額 37

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額(△) △55,628

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 744,349

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 688,721

(注)千円未満を四捨五入して表示しています。
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