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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 6,373 ― 13 ― △47 ― △843 ―

20年3月期第2四半期 4,814 ― 144 ― 105 ― 49 ―

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 △6,648.32 ―

20年3月期第2四半期 418.03 415.53

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 6,201 282 4.5 2,217.34
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2四半期  281百万円 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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 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  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 12,600 15.7 150 △42.5 20 △86.0 △790 ― △6,229.79

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 
平成20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
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。 
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 有

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  16,834株 20年3月期  126,834株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  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2四半期  126,810株 20年3月期第2四半期  118,986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２四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、景気減速懸念、世界的な金

融不安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、食品偽装や混入問題による消費者の食への不安、食材価格の高騰等による厳

しい経営環境が依然として続いております。 

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、既存店売上高前年同期比が、「牛角」94.3％、「おだいどこ」94.6%、「串特急」

95.3％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 104.8％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引き続き好調に推移いたしました。また、「とり鉄」において

も、鶏専門店を全面に打ち出すメニューが引き続き好評であったこと、オペレーションが定着してきたことか

ら、当第２四半期の業績も計画を上回って推移いたしました。 

新業態については、㈱プライム・リンクが新業態「金の鶏銀の釜」を、大宮駅前にオープンいたしました。こ

れは、「とりでん」において培った経験・ノウハウにより、釜飯と串焼きを中心に、鶏ちゃん焼きや手羽など、

食事メニューも充実させた居酒屋で、今後首都圏での展開に取り組んでまいります。 

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においては、ガソリン高などに起因する外食機会

の減少や、主要食材の価格高騰の影響を大きく受けたこと、また、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、営業利益が計画を大きく下回

りました。これにより取得当初に想定していた利益を見込めなくなったことから、のれんの減損処理を行い、減

損損失として 781 百万円を計上いたしました。 

また、直営店の出店状況といたしましては、「おだいどこ」３店舗、「金の鶏銀の釜」1 店舗、「串特急」1 店

舗、「とり鉄」1 店舗を出店いたしました。また、「牛角」１店舗を加盟企業へ譲渡いたしました。この結果当

第２四半期末における当社グループの直営店舗数合計は 96 店舗となりました。フランチャイズ店においては、

「牛角」２店舗（前述直営店譲渡１店舗を含む）、「おだいどこ」３店舗を出店し、「牛角」「とりでん」「と

り鉄」などに加え、㈱ゲンジフーズの「貴族の森」、「源氏家族」９店舗の閉店を含む 23 店舗を閉店いたしまし

た。この結果、当第２四半期末における当社グループのフランチャイズ店舗数合計は 384 店舗、フランチャイズ

加盟契約件数は 690 件となりました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は 6,373 百万円、営業利益は 13 百万円、経常損失は 47 百万

円、四半期純損失は 843 百万円となりました。なお、訴訟の解決による和解清算益 27 百万円等の特別利益を計上

する一方、店舗の固定資産の減損損失 29 百万円、㈱ゲンジフーズののれんの減損損失 781 百万円等を特別損失と

して計上しております。 

 

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２四半期末の総資産は 6,201 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 1,607 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及びのれんの減損処理等によるものであります。 

負債合計は 5,918 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 726 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、既述ののれんの減損計上などによる四半期純損失の計上等により、前連結会計年度末と

比べ 880 百万円減少し、282 百万円となっております。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における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 599 百万円減少し 397 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） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、451 百万円となりました。これは、主

に売上債権の回収 110 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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、307 百万円となりました。これは、新

規出店に伴う有形固定資産の取得による支出 227 百万円など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） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、743 百万円となりました。これは、主

に長・短期借入金の返済 683 百万円及び社債の償還 118 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 

通期につきましては、今後も厳しい経営環境が継続すると予想されるものの、グループの事業会社である㈱プ

ライム・リンク、㈱フーディアム・インターナショナル及び㈱とり鉄においては、計画どおり経常黒字を達成す

る見込みです。また、㈱ゲンジフーズにおいても、メニューチェンジやグループノウハウの活用による店舗運営

教育等によって計画数値のキャッチアップを行い、業績改善に努めてまいりますが、当第２四半期における業績

の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成 20 年５月 15 日に公表いたしました平成 21 年３月

期通期業績予想を修正しております。 

 
尚、減損処理を第２四半期会計期間で実施したことにより減少した資本については、強化するべく取組みを行

ってまいります。 

 

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） 

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。 

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、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、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の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（企業会計基準委員会）））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（企業会計基準委員会）））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方法に準じた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適用初年度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 13 百万円計上され、当第２四半期連結累計期間の営業利益、

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２四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９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  511,210  1,111,554 

  売掛金  809,068  919,684 

  商品  48,147  47,777 

  貯蔵品  9,897  8,595 

  その他  357,768  510,102 

  貸倒引当金  △57,101  △59,478 

  流動資産合計  1,678,990  2,538,236 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  1,446,488  1,330,586 

   その他（純額）  386,024  361,206 

   有形固定資産合計  1,832,513  1,691,793 

  無形固定資産     

   のれん  1,001,794  1,894,158 

   その他  145,727  146,520 

   無形固定資産合計  1,147,522  2,040,679 

  投資その他の資産     

   敷金及び保証金  1,195,224  1,136,993 

   その他  375,821  429,830 

   貸倒引当金  △29,002  △29,002 

   投資その他の資産合計  1,542,044  1,537,821 

  固定資産合計  4,522,079  5,270,294 

 資産合計  6,201,069  7,808,531 
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（単位：千円）

当第２四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９月30日） （平成20年３月31日） 

負債の部     

 流動負債     

  買掛金  651,819  606,680 

  短期借入金  339,000  550,200 

  1年内返済予定の長期借入金  732,014  856,974 

  未払法人税等  29,879  42,966 

  賞与引当金  7,920  15,180 

  その他  1,040,545  1,113,886 

  流動負債合計  2,801,178  3,185,887 

 固定負債     

  社債  603,500  722,000 

  長期借入金  1,652,026  1,899,723 

  退職給付引当金  13,645  14,494 

  その他  847,853  823,036 

  固定負債合計  3,117,024  3,459,253 

 負債合計  5,918,203  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  △674,178  168,895 

  自己株式  △1,428  △1,428 

  株主資本合計  281,763  1,124,837 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  △582  △658 

  評価・換算差額等合計  △582  △658 

 少数株主持分  1,686  39,211 

 純資産合計  282,866  1,163,390 

負債純資産合計  6,201,069  7,808,531 
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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  6,373,770   

売上原価  3,054,186   

売上総利益  3,319,584   

販売費及び一般管理費  3,306,383   

営業利益  13,200   

営業外収益     

 受取利息  1,281   

 受取配当金  0   

 その他  13,121   

 営業外収益合計  14,403   

営業外費用     

 支払利息  60,331   

 その他  14,674   

 営業外費用合計  75,005   

経常損失（△）  △47,401   

特別利益     

 和解清算益  27,372   

 その他  15,728   

 特別利益合計  43,100   

特別損失     

 前期損益修正損  1,714   

 減損損失  811,167   

 その他  10,013   

 特別損失合計  822,896   

税金等調整前四半期純損失（△）  △827,197   

法人税、住民税及び事業税  19,608   

法人税等調整額  △4,037   

法人税等合計  15,571   

少数株主利益  305   

四半期純損失（△）  △843,074   
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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損失（△）  △827,197   

 減価償却費及びその他の償却費  178,688   

 のれん償却費  103,126   

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △2,376   

 受取利息及び受取配当金  △1,281   

 支払利息  60,331   

 減損損失  811,167   

 売上債権の増減額（△は増加）  110,616   

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,671   

 仕入債務の増減額（△は減少）  45,138   

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △47,090   

 その他  14,667   

 小計  444,118   

 利息及び配当金の受取額  1,281   

 利息の支払額  △55,530   

 法人税等の支払額  △33,928   

 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  451,180   

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  △119,800   

 定期預金の払戻による収入  120,200   

 有形固定資産の取得による支出  △227,969   

 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  △69,670   

 敷金及び保証金の回収による収入  2,281   

 長期前払費用の取得による支出  △8,735   

 その他  12,601   

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △307,651   

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）  △211,200   

 長期借入れによる収入  100,000   

 長期借入金の返済による支出  △472,657   

 社債の償還による支出  △118,500   

 割賦債務の返済による支出  △41,115   

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △743,472   

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

 △599,943   

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  397,010   
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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) 中間連結損益計算書 

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） 

区分 金額 (千円) 

Ⅰ 売上高 4,814,181

Ⅱ 売上原価 2,135,058

売上総利益 2,679,122

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,534,946

営業利益 144,176

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 2,484

２．受取配当金 4

３．その他 19,020 21,509

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 46,580

２．その他 13,271 59,852

経常利益 105,833

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 717

２．店舗解体費用戻入益 12,000

３．和解金収入 14,814

４．償却債権取立益 14,041

５．その他 1,512 43,085

Ⅶ 特別損失 

１．減損損失 48,305

２．和解金 13,451

３．その他 26,608 88,365

税金等調整前四半期純利益 60,552

法人税、住民税及び事業税 4,564

法人税等調整額 1,265 5,829

少数株主利益 4,983

四半期純利益 49,739
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

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) 

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２四半期純利益 60,552 

減価償却費及び償却費 135,909 

貸倒引当金の増減額 3,441 

賞与引当金の増減額 7,112 

受取利息及び受取配当金 △2,488 

支払利息 46,580 

のれん償却費 60,199 

減損損失 48,305 

店舗解体費用戻入益 △12,000 

売上債権の増減額 △143,929 

たな卸資産の増減額 △1,583 

仕入債務の増減額 255,597 

未払消費税等の増減額 56,184 

リース資産減損勘定の取崩額 △39,233 

その他 △80,907 

小計 393,740 

利息及び配当金の受取額 2,488 

利息の支払額 △45,374 

法人税等の支払額 △13,128 

営業活動によるキャッシュ・フロー 337,726 

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 △122,536 

有形固定資産の売却による収入 33,795 

関係会社株式の取得による支出 △568,721 

営業譲受けによる支出 △1,836,721 

敷金・保証金に係る支出 △19,331 

敷金・保証金の返還による収入 43,923 

長期前払費用に係る支出 △9,918 

その他 △3,752 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,483,263 
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㈱アスラポート・ダイニング（３０６９）平成21年３月期第２四半期決算短信 

 

 

 

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) 

区分 金額 (千円) 

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 1,011,500 

長期借入れによる収入 2,011,309 

長期借入金の返済による支出 △720,194 

割賦購入未払金の返済による支出 △96,566 

新株の発行による収入 197,944 

社債の償還による支出 △60,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,343,492 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 197,956 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,320,645 

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等
物の増加額 277 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第２四半期末残高 1,518,879 
  
 

 

11




