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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）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 1,737 (  126.3) △204 ― △187 ― 1,221 ―

20年３月期第２四半期 1,281 (△ 5.6) 15 (△74.9) 5 (△90.5) △3 (△79.2)

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 85 73 ― ―
20年３月期第２四半期 △0 35 ― ―

 (2) 連結財政状態

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 7,960 5,642 70.9 408 59

 20年３月期 5,452 4,511 82.7 315 26

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 5,642百万円 20年３月期 4,511百万円

2. 配当の状況

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 ― ― 1 50 ― ― 1 50 3 00

21年３月期 ― ― 1 50 ― ― ― ― ― ―

21年３月期(予想) ― ― ― ― ― ― 1 50 3 00

3. 平成20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）

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 4,404 69.0 23 ― 77 ― 1,533 ― 109 28
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  [(注) 詳細は、７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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

１.平成20年８月12日に公表いたしました連結業績予想は、修正しております。詳細につきましては、平
成20年11月７日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。なお、上記の業績予想は、現
時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場
合があります。 
２．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. 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、７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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第２四半期 14,860,000株 20年３月期 14,860,000株

21年３月期第２四半期 1,049,367株 20年３月期 549,367株

21年３月期第２四半期 14,245,334株 20年３月期第２四半期 11,011,495株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第2四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減

速懸念により金融市場に世界的な混乱が生じ、さらに実物経済への影響懸念から、企業収益が鈍化するな

ど景気に不透明感を与えることとなりました。  

 外食業界においては、「中食」へのシフト等外食市場の規模が縮小する中で、飲食業界全体の過当競争

もあり、また、食品の偽造偽装や輸入食品への薬物混入による被害など食品に対する安全が危惧されてい

ます。  

  このような状況のもとで、当社グループとしては、主力事業である飲食事業の事業基盤を強化するた

め、次の施策を実行いたしました。①５月に、飲食店舗を経営する他社から飲食事業の一部を譲受け、そ

ば居酒屋「鬼や」およびフードコート「日和や」の営業を開始しました。②５月に、フランチャイズ

（FC）事業の再構築に向け、既存FC加盟店の活性化に有効であると判断し、店舗覆面調査（ミステリー・

ショッピング・リサーチ）を事業とするコンサルティング会社「株式会社MS&Consulting」を完全子会社

としました。③８月に、FC事業の法人加盟活動を強化促するため、法人加盟の営業に特化した事業を行う

完全子会社「株式会社OASIS FIRM」を設立しました。④９月に、当社が販売を担当する「地ぱん」の製造

元である「銀嶺食品工業株式会社」を関連会社といたしました。これは、「地ぱん」の企画から製造、販

売までの各フェーズで、当社と銀嶺食品工業株式会社が協同して開発することを目的とするものです。⑤

９月に、「地ぱん」の関西方面の販売を担うため関連会社「地ぱん倶楽部株式会社」を設立しました。  

  不動産事業においては、５月に当社所有の賃貸事業資産の精査を行い、今後多額な修繕費用の負担が見

込まれる東京都中央区室町の建物および土地を売却いたしました。  

 以上の結果、売上高1,737百万円、経常損失187百万円、建物および土地の売却による譲渡益として固定

資産売却益2,426百万円、平成20年３月31日付で一部を閉鎖した東京工場の残存資産に関して固定資産除

却売却損25百万円を計上したことにより当期純利益は、1,221百万円となりました。  

  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 食品事業  

当社の食品事業は、飲食店のFC事業・直営事業および食品の通販を行う直販事業からなっており、加え

て４月より地ぱんの販売権を得て新規事業として取り組みを始めました。  

  FC事業では、現在志向しているラーメン店のフリーブランドによる新規出店と、既存FC加盟店の経営者

に対して「みそ膳」ほか当社の提案するフリーブランドへの転換を推奨しました。また、FC事業の加盟契

約について、個人のみでなく法人を、その相手方とする契約締結の促進を始め、数社の加盟契約締結に至

りました。このような取り組みの結果、既存加盟店の閉店による売上減少もあり、売上は前年同期比

99.6％となりました。  

  また、８月に法人加盟契約締結促進を強化するため、これに特化した事業の完全子会社として「株式会

社OASIS FIRM」を設立しました。  

  直営事業では、多様なブランドによる直営の繁盛店を作り上げることを指向し、「みそ膳」に続くブラ

ンド創出に努め、４月に東京都千代田区に「ラーメン無限庵」を開店しました。また、飲食事業の拡大を

図るため新規直営店の出店を進める計画のところ、５月に、他社よりそば居酒屋「鬼や」４店舗およびフ

ードコート「日和や」１店舗の計５店舗を譲り受けました。また、東京駅の居酒屋「どさん子茶や」東京

駅店が、東京駅八重洲地区の再開発工事のため、平成20年４月から10月（上旬）まで一時閉店した影響も

ありましたが、売上は前年同期比107.9％となりました。  

  ６月に、新規事業として始めた健康パン「地ぱん」の販売店舗の１号店として、東京都日本橋人形町に

イートインコーナーを併設し地ぱんカフェ「じぱん家」人形町店を開店しました。８月に、福島県福島市

・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
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に「地ぱん」の販売店舗を譲受け、出店しました。これにより売上高は５百万円となりました。この新

規事業を展開する上で、マーケットの情報をいち早くフィードバックし、それを基に企画から製造、販売

までを一貫して当社が関与する必要性から、８月に「地ぱん」の製造元である銀嶺食品工業株式会社の株

式47.4％を取得し、関連会社としました。また、9月に、「地ぱん」の関西方面での販売を担う関連会社

として、当社グループ外第三者と共同出資し、「地ぱん倶楽部株式会社」（50.0%出資）を設立しまし

た。  

  食品の通販を行う直販事業は、新規の法人顧客の開拓により売上増となったことで直販事業の売上高は

前年同期比175.0％となりました。  

  以上の結果、食品事業の売上高は1,195百万円、営業損失は90百万円となりました。  

  

② 不動産事業 

当第２四半期におきまして、不動産業界の需要の冷え込みが続く中、当社の不動産事業では、東京都千

代田区室町にある当社所有の建物および土地につき、収益性等について検討した結果、売却することとな

りました。売却先を選定し、平成20年５月26日に当社グループ外の第三者に譲渡をしました。これにより

譲渡益として、固定資産売却益2,426百万円を計上しました。  

  この賃貸物件の譲渡により賃貸収入が減少となったことで不動産事業の売上高は106百万円、営業利益

は55百万円となりました。  

  

③ コンサルティング事業 

当社グループの新たなセグメントとなるコンサルティング事業は、平成20年５月27日付で当社の完全子

会社となった株式会社MS&Consultingが担っております。同社の事業は、主として外食業界のリサーチ業

務および外食業界を中心とした経営コンサルティング事業であります。  

  コンサルティング事業の売上高は435百万円、営業利益は30百万円となりました。  
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キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利

益2,116百万円を計上した一方で、固定資産売却益が2,335百万円発生したこと等により前連結会計年度

末と比べ292百万円の資金の減少となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却によ

る収入2,769百万円が発生した一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,599百万円

が発生したこと等により、前連結会計年度末と比べ1,146百万円の資金の増加となっております。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済31百万

円、配当金の支払21百万円等により、前連結会計年度末と比べ709百万円の資金の減少となりました。 

 以上により前連結会計年度末と比べ、現金及び現金同等物の増加は440百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末と比較しまして総資産額は2,507百万円増加し、

7,960百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加が440百万円、受取手形及び売掛金の増加が

289百万円、無形固定資産の増加が1,273百万円によるものです。  

負債は1,376百万円増加し、2,317百万円になりました。これは主に未払金の増加が127百万円、未払法

人税の増加が942百万円、前受金の増加が136百万円によるものです。  

純資産は1,131百万円増加し、5,642百万円になりました。これは主に利益剰余金の増加1,200百万円に

よるものです。  

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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飲食業界においては、引き続き厳しい環境が予想される中、当社グループは、事業基盤の強化のため、

多様なブランドによる繁盛店を作り上げ加盟店の増加につなげ、売上高の増強を図ってまいります。中長

期的には、当社は、食品の安全性の保証・食材確保のため、より生産に近いところまで直接関与してい

き、安全で安定的な食材そのものの供給を実現し、もって原材料調達から食品の製造・加工・販売までを

実行する方向を指向します。 

① 食品事業 

下期には、上期に実施した諸施策を有効的に活かし収益を増強してまいります。  

  直営店事業としては、ラーメンに限らず多様なブランドを創出し、直営店による繁盛店を作り上げてま

いります。今後は、10月に東京駅八重洲口に居酒屋「どさん子茶や」東京駅店を開店、11月にラーメン

「Tokyo味噌ラーメン」東京八重洲北口店を開店し、引き続き直営店を出店する計画であります。  

  新規事業の「地ぱん」については、銀嶺食品工業株式会社と共に商品プロダクトミックスの見直し・原

価低減を行い、収益増加を図ります。新規出店につきましても、10月に東京都汐留に地ぱん店「じぱん

屋」を出店し、11月に川崎市LAZONA川崎Grand Foodに地ぱん店「じぱん家」を出店する計画です。下期に

つきましても、引き続き都市部を中心に直営店での出店を進めてまいります。  

 FC事業としては、既存「どさん子」ラーメン店のオーナーの高齢化による閉店が続くものと予想される

ため、法人加盟契約締結の取り組みを強化し、主として株式会社OASIS FIRMが開拓する新規契約者に対し

て、FC契約を締結し出店を進めます。また、既存店対策としては、株式会社MS&Consultingにミステリ

ー・ショッピング・リサーチを委託し、その調査結果を詳細に検討し、サービスの向上・強化に努め、FC

１店あたりの売上増加・リピーター増加による固定客の開拓および新規メニューの提案によるFC１店あた

りの商品取扱量の増加による当社の売上増を図ってまいります。  

  

② 不動産事業 

今後、ますます中小賃貸ビルの需給は、景気先行き不透明感から、その悪化が予想されます。当社グル

ープとしては、独立した組織となった不動産事業部が当社所有の賃貸不動産の収益性について精査を行

い、より収益性の高い不動産へと入れ替えを図ってまいります。また、平成20年５月26日付で公表のとお

り、東京都中央区室町の建物および土地の売却資金は、当該建物および土地と同等以上の物件を取得し、

賃貸物件として運用してまいります。これにより、安定的賃貸収益を獲得し、当社グループ収益の向上を

図ってまいります。 

③ コンサルティング事業 

外食業界においては、外食業界のミステリー・ショッピング・リサーチが市場に浸透しつつあり、先行

者としての認知率では株式会社MS&Consultingが優位にあります。一方で、既に競合先が業界に参入して

きており、競争激化が予想されるため、早期にシェアの囲い込みを進めてまいります。また、ミステリ

ー・ショッピング・リサーチの異業界（ドラッグストア、アパレル、公共サービス）への拡大に向けたバ

リューチェーン戦略の構築および引き合い拡大のためのマーケティング施策の双方から事業の拡大を進め

てまいります。 

以上により、次期の見通しとして売上4,404百万円、営業利益23百万円、経常利益77百万円、不動産事

業の一部資産譲渡に伴う特別利益2,426百万円の発生により当期純利益1,533百万円を見込んでおります。

詳細につきましては、平成20年11月７日開示の「業績予想に関するお知らせ」をご覧下さい。なお、上記

の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によっ

て大きく異なる場合があります。 

  
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間から、８月19日付けで株式の100％を出資し、株式会社OASIS FIRMを新た

に子会社としたため、連結の範囲に含めております。 

  

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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動がない

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。 

  

・連結の範囲の変更 

①第１四半期連結会計期間から、５月27日付けで株式の100％を取得し、株式会社MS&Consulting  

 を新たに子会社としたため、連結の範囲に含めております。 

 ②当第２四半期連結会計期間から、８月19日付けで株式会社OASIS FIRMを新たに設立したため、 

 連結の範囲に含めております。 

 ③変更後の子会社の数 

  ３社 

・持分法の適用に関する事項の変更 

①持分法適用関連会社の変更 

当第２四半期連結会計期間より、銀嶺食品工業株式会社の株式を新たに取得したため、また地 

ぱん倶楽部株式会社を新たに設立したため、持分法適用の範囲に含めております。 

②変更後の持分法適用関連会社の数 

２社 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、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、主として総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。 

これによる損益に与える影響はありません。     

③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、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います。 

 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、残存価額を雫とする定額法を採用しています。  

 ただし、当第２四半期連結会計期間において新たな所有会計期間において所有権移転外ファイナン

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動

(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

(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
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ス・リース取引が発生しなかったため 損益に与える影響はありません。  

 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、引き続き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います。  
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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 1,347,485 906,703 

受取手形及び売掛金 427,083 137,448 

商品及び製品 58,690 48,245 

原材料及び貯蔵品 9,470 9,790 

その他 646,362 41,136 

貸倒引当金 △2,067 △845 

流動資産合計 2,487,024 1,142,478 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,176,514 2,402,076 

減価償却累計額 △1,643,530 △1,845,077 

建物及び構築物（純額） 532,984 556,999 

機械装置及び運搬具 128,514 185,432 

減価償却累計額 △113,340 △156,216 

機械装置及び運搬具（純額） 15,174 29,216 

工具、器具及び備品 183,720 189,760 

減価償却累計額 △130,207 △153,391 

工具、器具及び備品（純額） 53,512 36,369 

土地 2,164,899 2,538,503 

その他 213,997 － 

有形固定資産合計 2,980,568 3,161,088 

無形固定資産 

のれん 1,232,950 － 

その他 59,447 18,537 

無形固定資産合計 1,292,397 18,537 

投資その他の資産 

出資金 600,000 600,000 

その他 649,606 579,699 

貸倒引当金 △49,153 △49,046 

投資その他の資産合計 1,200,452 1,130,653 

固定資産合計 5,473,418 4,310,279 

資産合計 7,960,442 5,452,757 
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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 

支払手形及び買掛金 109,385 105,607 

短期借入金 365,640 262,400 

未払法人税等 951,404 9,114 

その他 460,399 172,327 

流動負債合計 1,886,830 549,449 

固定負債 

社債 160,000 50,000 

長期借入金 96,110 121,600 

退職給付引当金 22,680 17,257 

役員退職慰労引当金 23,857 27,107 

その他 128,079 175,715 

固定負債合計 430,728 391,679 

負債合計 2,317,558 941,128 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,877,500 1,877,500 

資本剰余金 1,737,500 1,737,500 

利益剰余金 2,261,981 1,061,275 

自己株式 △234,096 △164,646 

株主資本合計 5,642,884 4,511,629 

純資産合計 5,642,884 4,511,629 

負債純資産合計 7,960,442 5,452,757 
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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 1,737,576 

売上原価 858,244 

売上総利益 879,332 

販売費及び一般管理費 1,083,925 

営業損失（△） △204,593 

営業外収益 

受取利息 4,498 

受取配当金 15,041 

投資有価証券売却益 7,192 

その他 11,759 

営業外収益合計 38,490 

営業外費用 

支払利息 5,317 

株式管理費用 8,038 

その他 7,774 

営業外費用合計 21,130 

経常損失（△） △187,233 

特別利益 

固定資産売却益 2,335,566 

その他 28 

特別利益合計 2,335,594 

特別損失 

固定資産除却損 25,790 

減損損失 4,706 

その他 1,323 

特別損失合計 31,820 

税金等調整前四半期純利益 2,116,540 

法人税、住民税及び事業税 938,372 

法人税等調整額 △43,176 

四半期純利益 1,221,344 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 1,014,155 

売上原価 508,078 

売上総利益 506,077 

販売費及び一般管理費 629,117 

営業損失（△） △123,040 

営業外収益 

受取利息 3,850 

受取配当金 7,561 

その他 5,684 

営業外収益合計 17,097 

営業外費用 

支払利息 3,203 

株式管理費用 2,878 

その他 7,454 

営業外費用合計 13,536 

経常損失（△） △119,478 

特別利益 

固定資産売却益 105 

その他 △95 

特別利益合計 10 

特別損失 

固定資産除却損 5,781 

特別損失合計 5,781 

税金等調整前四半期純利益 △125,250 

法人税、住民税及び事業税 △25,385 

法人税等調整額 △1,654 

四半期純損失（△） △98,211 
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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 2,116,540 

減価償却費 44,258 

減損損失 4,706 

有形固定資産売却損益（△は益） △2,335,566 

固定資産除却損 25,790 

のれん償却額 87,953 

投資有価証券売却損益（△は益） △7,192 

持分法による投資損益（△は益） 819 

社債発行費 4,140 

店舗閉鎖損失 1,323 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,329 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,423 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,249 

受取利息及び受取配当金 △19,539 

支払利息 5,317 

売上債権の増減額（△は増加） △2,670 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,657 

差入保証金の増減額（△は増加） △18,587 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △233,108 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 572 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 836 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,778 

未払金の増減額（△は減少） 96,071 

未払費用の増減額（△は減少） 4,719 

預り保証金の増減額（△は減少） △47,787 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,711 

小計 △238,067 

利息及び配当金の受取額 19,791 

利息の支払額 △5,613 

法人税等の支払額 △6,091 

営業活動によるキャッシュ・フロー △229,981 

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 △110,000 

定期預金の払戻による収入 110,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△1,599,601 

投資有価証券の取得による支出 △80,000 

営業譲受による支出 △58,974 

投資有価証券の売却による収入 25,891 

貸付けによる支出 △940,000 

貸付金の回収による収入 720,633 

有形固定資産の取得による支出 △277,540 

有形固定資産の売却による収入 2,769,439 

無形固定資産の取得による支出 △1,093 

店舗撤退に伴う支出 △1,323 

投資活動によるキャッシュ・フロー 557,431 
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（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) 

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 100,000 

社債の発行による収入 145,859 

社債の償還による支出 △10,000 

長期借入金の返済による支出 △31,740 

配当金の支払額 △21,336 

自己株式の取得による支出 △69,450 

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,332 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,782 

現金及び現金同等物の期首残高 895,703 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,336,485 
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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。 

該当事項なし 

  

１.事業の種類別セグメント情報 

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) 

 
（注）１.食品事業は、ラーメンを主軸に餃子その他の食材を「どさん子」等の商標のもとに展開するフランチャイ

ズ・チェーン店に販売するFC部門、一般消費者に対しての宅配便を利用した産地直送麺（美食王国）を販売

する直販部門、飲食店を経営する直営部門が主な事業であります。 

 ２.不動産事業は、当社及び連結子会社である株式会社味の花の所有の不動産の賃貸が主な事業であります。 

 ３.コンサルティング事業は、連結子会社である子会社の株式会社MS&Consultingが行う、リサーチ業務及び 

外食産業を中心とした経営コンサルティングに関する事業です。 

 ４.事業区分の追加  

コンサルティング事業は、第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました、株式会MS&Consultingが

行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。  

なお、これによるコンサルティング事業における資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。     

その影響は、次の通りであります。  

 のれん  1,213,249千円 

２.所在地別セグメント情報 

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) 

当社及び連結子会社の本店又は主たる事務所は、いずれも本国に所在しているため記載を省略してお

ります。  

３.海外売上高 

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) 

海外売上がないため該当事項はありません。 

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

食品事業 
(千円)

不動産事業
(千円)

コンサルティング 

事業 

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 
外部顧客に対する売上
高

1,195,044 106,730 435,801 1,737,576 ― 1,737,576

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,195,044 106,730 435,801 1,737,576 ― 1,737,576

営業利益又は営業損失
(△)

△90,702 55,083 30,463 △ 5,155 △ 199,438 △ 204,593

(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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(要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前四半期
(平成20年3月期 
第2四半期)

金額(千円）

Ⅰ 売上高 1,281,254

Ⅱ 売上原価 625,540

   売上総利益 655,713

Ⅲ 販売費及び一般管理費 640,015

   営業利益 15,698

Ⅳ 営業外収益 7,532

Ⅴ 営業外費用 17,884

   経常利益 5,346

 Ⅵ 特別利益 4,478

 Ⅶ 特別損失 19,247

   税金等調整前四半期(前期)純利益又
   は純損失（△）

△9,422

   法人税、住民税及び事業税 6,094

   法人税等調整額 △11,630

   四半期(前期)純利益又は純損失 
   （△） 
 

△3,886
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

当四半期 

(平成20年3月期第2四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  1.税金等調整前四半期(前期)純損失（△） 

   又は純利益
△ 9,422

    2.減損損失 ―

  3.減価償却費 43,908

  4.減損損失 ―

  5.固定資産除売却損 18,145

  6.貸倒引当金の増減額 △ 5,008

  7.受取利息受取配当金 △ 3,341

  8.支払利息 4,097

  9.売上債権の増加額 19,472

  10.たな卸資産の増減額 △ 1,715

  11.差入保証金の減少額 583

  12.仕入債務の増減額 △ 12,050

  13.その他 △ 4,898

    小計 49,770

  14.利息及び配当金の受取額 3,432

  15.利息の支払額 △ 4,089

  16.法人税等の支払額 △ 9,794

  営業活動によるキャッシュ・フロー 39,318

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   1.定期預金預入による支出 △ 10,000

   2.定期預金払戻による収入 10,000

   3.資金の貸付による支出 △ 957

   4.資金の回収による収入 1,027

   5.固定資産の取得による支出 △ 55,993

   6.固定資産の売却による収入 ―

   7.その他 △ 1,101

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 57,024

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1.長期借入金による収入 100,000

  2.長期借入金の返済による支出 △ 41,200

  3.社債の発行による収入 ―

  4.社債の償還による支出 △ 10,000

  5.配当金の支払額 △ 38,637

  6.自己株式取得による支出 △ 21

    7.その他 ―

  財務活動によるキャッシュ・フロー 10,141

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 7,564

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 598,556

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 590,991
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