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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 9,866 ― △16 ― △6 ― 5 ―

20年3月期第2四半期 9,863 △10.0 62 ― 67 ― △65 ―

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 0.19 ―

20年3月期第2四半期 △2.52 ―

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 14,038 9,940 70.8 380.84
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2四半期  9,933百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 19,869 0.7 68 △25.6 70 △16.0 26 △66.3 1.00

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2四半期  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2四半期  496,351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2四半期  26,083,355株 20年3月期第2四半期  26,084,039株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市
場の混乱、不安定な為替相場や原油価格の高騰等の影響により景気後退懸念がもたれ、企業収益も先行き
不透明感が増し、物価上昇懸念も相まって個人消費が伸び悩み、国内景気は減速から後退局面へと変わっ
てまいりました。 
外食産業界におきましても、同業他社のみならず、外食業界全体での競争が激化し、個人消費が低迷す

る中、食の安全・安心に対する消費者意識が一層高まっており、企業の取組みに対しては、これまでに無
く厳しく責任を問われる状況となっております。 
こうした中、当社グループは創業時からのお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、

高の雰囲気で」を守るべく、お客様に合ったメニュー開発・サービス向上に注力し、食の安全・安心・健
康志向等の一層のこだわりを追及したマーチャンダイジング、及び「テング酒場」の新業態の立上げを図
ってまいりました。また、店舗力を上げるため５店舗のリニューアルと既存店「旬鮮酒場天狗」から「テ
ング酒場」への業態転換を２店舗行いました。 
新規出店につきましては、「テング酒場」稲毛東口店（千葉県千葉市）と「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（東京都中央区）の２店舗を出店いたしました。
閉店は、ビルのオーナーのご都合により立退きました「旬鮮酒場天狗」南池袋店（平成２０年９月）１

店舗でした。 
これにより、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」６７店舗、「和食れすとらん

天狗」（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）５９店舗、「くわい家」３店舗、「テング酒場」８店舗の合計１
３７店舗（内フランチャイズ１店舗、子会社１店舗）となっております。 
これらの取組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は９８億６６百万円、営業損失は１６百万

円、経常損失は６百万円、四半期純利益は５百万円となりました。 
  
  

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2億95百万円減少し、140億38百万円となりまし
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1億13百万円増加したものの、
現金及び預金が2億97百万円、売掛金が13百万円、棚卸資産が48百万円、無形固定資産が11百万円、投
資その他の資産が52百万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があるも、借入金の返済や社債の償還等により前連

結会計年度末に比べて3億5百万円減少し、40億98百万円となりました。 
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて10百万円増加し、99億40百万円となりました。 
  
  

当第２四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4億78百万円
増加、投資活動によるキャッシュ・フローが3億74百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが4
億1百万円減少となりました結果、前連結会計年度末に比べ2億97百万円減少し30億14百万円となりまし
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、借入金の返済及び社債の償還による支出によるも

のであります。 
  
  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、前回発表（平成20年５月15日付）いたしました業績予
想を修正しております。詳しくは平成20年11月７日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照ください。 
  
  
  
  
  
  
  

  

・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

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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

当第２四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。

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。 

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。 

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。 

  

  

  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。 

  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利益に与える影響はありません。 

  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
整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  機械装置については、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法
律第23号）を契機として耐用年数を見直し、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しておりま
す。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損
失は7百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。 

  
  

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)

(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

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

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

(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

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

③リース取引に関する会計基準の適用

(追加情報)
有形固定資産の耐用年数の変更
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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2四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 3,014,419 3,312,263 

売掛金 107,588 120,959 

商品及び製品 245,110 293,546 

その他 463,348 449,174 

貸倒引当金 △500 △127 

流動資産合計 3,829,967 4,175,817 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 11,102,742 11,162,161 

減価償却累計額 △7,940,958 △7,962,172 

建物及び構築物（純額） 3,161,784 3,199,988 

機械及び装置 1,668,474 1,692,914 

減価償却累計額 △1,191,647 △1,211,459 

機械及び装置（純額） 476,826 481,454 

工具、器具及び備品 2,172,709 1,883,723 

減価償却累計額 △1,641,961 △1,511,125 

工具、器具及び備品（純額） 530,748 372,598 

土地 334,222 334,222 

建設仮勘定 － 1,500 

有形固定資産合計 4,503,582 4,389,763 

無形固定資産 150,852 162,309 

投資その他の資産 

敷金及び保証金 5,165,232 5,186,800 

その他 394,618 425,089 

貸倒引当金 △5,597 △5,500 

投資その他の資産合計 5,554,253 5,606,390 

固定資産合計 10,208,687 10,158,463 

資産合計 14,038,655 14,334,280 
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（単位：千円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 450,284 534,120 

1年内償還予定の社債 150,000 300,000 

1年内返済予定の長期借入金 437,200 444,400 

未払法人税等 62,105 93,859 

その他 999,868 973,105 

流動負債合計 2,099,458 2,345,485 

固定負債 

長期借入金 1,000,000 1,215,000 

退職給付引当金 765,424 732,174 

その他 233,127 111,278 

固定負債合計 1,998,551 2,058,453 

負債合計 4,098,009 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 3,558,388 3,553,343 

自己株式 △202,650 △202,530 

株主資本合計 9,933,233 9,928,308 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 49,713 46,201 

土地再評価差額金 △49,400 △49,400 

評価・換算差額等合計 312 △3,199 

新株予約権 7,099 5,233 

純資産合計 9,940,645 9,930,341 

負債純資産合計 14,038,655 14,334,280 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 9,866,343 

売上原価 2,843,609 

売上総利益 7,022,733 

販売費及び一般管理費 

人件費 3,569,287 

退職給付費用 106,529 

その他 3,363,557 

販売費及び一般管理費合計 7,039,374 

営業損失（△） △16,640 

営業外収益 

受取利息 4,097 

受取配当金 1,704 

受取賃貸料 4,573 

固定資産受贈益 13,184 

その他 12,621 

営業外収益合計 36,181 

営業外費用 

支払利息 18,516 

その他 7,282 

営業外費用合計 25,798 

経常損失（△） △6,257 

特別利益 

受取補償金 95,044 

特別利益合計 95,044 

特別損失 

固定資産除却損 22,957 

リニューアル諸費用 12,439 

その他 13,942 

特別損失合計 49,338 

税金等調整前四半期純利益 39,449 

法人税、住民税及び事業税 34,405 

法人税等合計 34,405 

四半期純利益 5,044 
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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２四半期連結累計期間 
(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 

税金等調整前四半期純利益 39,449 

減価償却費 456,333 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 471 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,249 

受取利息及び受取配当金 △5,802 

受取賃貸料 △4,573 

支払利息 18,516 

有形固定資産除却損 57,894 

売上債権の増減額（△は増加） 13,370 

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,435 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,887 

仕入債務の増減額（△は減少） △83,835 

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,879 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,184 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 21,567 

その他 48,593 

小計 553,718 

利息及び配当金の受取額 5,902 

賃貸料の受取額 5,098 

利息の支払額 △18,719 

法人税等の支払額 △67,071 

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,928 

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 △353,894 

無形固定資産の取得による支出 △5,274 

貸付金の回収による収入 272 

長期前払費用の取得による支出 △16,010 

投資有価証券の売却による収入 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,905 

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 △222,200 

リース債務の返済による支出 △29,547 

社債の償還による支出 △150,000 

自己株式の取得による支出 △119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,866 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,844 

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 3,014,419 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四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。 
  

当第２四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。 
  

当第２四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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

金  額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高 9,863,487 100.0

Ⅱ 売上原価 2,909,606 29.5

   売上総利益 6,953,881 70.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,891,542 69.9

   営業利益 62,338 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,966

 ２ 受取配当金 1,542

 ３ 賃貸収入 2,460

 ４ 固定資産負担金 4,841

 ５ その他 24,922 37,733 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 24,622

 ２ 雑損失 7,881 32,504 0.3

   経常利益 67,567 0.7

Ⅵ 特別利益

 １ 店舗譲渡益 11,577

 ２ その他 13,138 24,715 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 7,531

 ２ 減損損失 42,518

 ３ リニューアル費用 6,958

 ４ 店舗閉店諸費用 56,950

 ５ その他 2,070 116,029 1.2

   税金等調整前中間純損失(△) △23,746 △0.2

   法人税、住民税及び事業税 42,056

   法人税等調整額 ─ 42,056 0.5

   中間純損失(△) △65,803 △0.7
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

科  目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失(△) △23,746

 ２ 減価償却費 441,196

 ３ 減損損失 42,518

 ４ 退職給付引当金の増減額(△は減少) △5,035

 ５ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △110

 ６ 受取利息及び受取配当金 △5,509

 ７ 賃貸収入 △2,460

 ８ 支払利息 24,622

 ９ 有形固定資産除却損 7,531

 10 店舗譲渡益 △11,577

 11 売上債権の増減額(△は増加) 20,049

 12 たな卸資産の増減額(△は増加) △9,019

 13 仕入債務の増減額(△は減少) △44,668

 14 未払消費税等の増減額(△は減少) 25,656

 15 その他流動資産の増減額(△は増加) 540,310

 16 その他流動負債の増減額(△は減少) △237,515

 17 敷金及び保証金の増減額(△は増加) 107,752

 18 その他 △6,120

小計 863,876

 19 利息及び配当金の受取額 4,749

 20 賃貸料の受取額 5,768

 21 利息の支払額 △25,439

 22 法人税等の支払額 △84,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,818

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △370,353

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △3,590

 ３ 貸付金の回収による収入 3,022

 ４ 長期前払費用の増加による支出 △187

 ５ 店舗譲渡による収入 16,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,824

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △218,500

 ２ 社債の償還による支出 △150,000

 ３ 自己株式の取得による支出 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △368,635

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 41,359

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,941,536

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,982,895
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