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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 7,839 ― 457 ― 358 ― 142 ―

20年3月期第2四半期 8,041 △21.6 211 73.5 129 216.5 135 ―

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 17.84 ―

20年3月期第2四半期 17.07 ―

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 9,273 1,983 21.3 247.82
20年3月期 9,870 1,900 19.1 237.05

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,972百万円 20年3月期  1,887百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 15,900 △2.8 700 25.6 550 49.5 240 3.9 30.15

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、４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、４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。 
・本資料に記載されている予想数値は、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、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。  

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  8,477,890株 20年3月期  8,477,890株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  517,400株 20年3月期  516,450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  7,961,394株 20年3月期第2四半期  7,961,641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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油価格の急激な変動や米国サブプライムロ

ーン問題に端を発した世界的な金融、株式市場の混乱に見舞われ、内外景気の減速感が急激に増し

ており、個人消費の低迷、企業業績への深刻な影響が強く懸念される状況となっております。 

当社グループが属する食品・外食業界におきましては、このような経済環境に加え、相次ぐ食品偽

装問題などから、食の安全性に対する意識の高まりによる消費者動向の変化、同業者間の競争激化

などにより厳しい経営環境が続いております。 

こうした環境の中で、当社は、経営理念としている「食と食の文化を通じてお客様に満足と幸せを

提供する」ことを追求し、「食の安全・安心」を第一に業績の向上と財務体質の改善を図り、強い

経営基盤の確立に取組んでまいりました。 
この結果、第２四半期連結累計期間の売上高は7,839百万円、営業利益は457百万円、経常利益は

358百万円、四半期純利益は142百万円となりました。 

なお、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) ピザ関連事業 

 ピザ関連事業におきましては、販売面では競争の激化により、引き続き厳しい環境が続いてお

ります。この対応といたしまして、商品リニューアル、利益の薄いアイテムの削減及び自社製品

の生産から販売に至る工程の効率化などを図ってまいりました。 

 営業部門におきましては、販売アイテム数の整理、重点自社製商品の販売強化を引き続き大胆

に断行することで、収益の確保を図ってまいりました。 

一方、生産部門におきましては、変動労務費の削減、ナン・クラストの歩留まり改善に取組み

成果を挙げております。また、お客様からのクレームをなくすための「クレームゼロ運動」を展

開し生産現場の改良、包装資材の改善を実現し、大きな効果を挙げることができました。 

 この結果、売上高は4,596百万円、営業利益は565百万円となりました。 

(2) 外食事業 

 外食・中食事業を展開するコムサ事業部並びに連結子会社（株式会社ファンシーコーポレーシ

ョン・株式会社サム・アップ）におきましては、新規出店計画は慎重に対応し、食材値上げの影

響を受ける既存店舗のオペレーション向上、人材の”磨き込み”など、店舗の効率運営に注力い

たしました。また、パート社員のコストコントロールや食材仕入先の絞込み、調理・販売価格の

見直しを行い、店舗粗利益の向上を図ってまいりました。 

なお、引き続き競争力のある店舗立地の獲得と不採算店舗の整理によるスクラップアンドビル

ドを着実に進めてまいりました。 

 この結果、売上高は3,223百万円、営業利益は205百万円となりました。 

 

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 

（総資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,273百万円となり、前連結会計年度末より596百
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万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が減少したことによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は7,289百万円となり、前連結会計年度末より680百万

円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、社債、長期借入金が減少したことによ

るものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は1,983百万円となり、前連結会計年度末より83百

万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。 

(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)の残高は、

1,348百万円となりました。 

 当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、主として税金等調整前四半期純利益、減損損失の発生、

減価償却費により、資金が139百万円増加しました。 

（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、主として有形固定資産の取得による資金の支出があり、

86百万円の資金の減少となりました。 

（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、主として社債の償還による資金の支出があり、531百万

円の資金の減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月12日

に公表いたしました平成21年３月期通期の業績予想(連結・個別)を修正しております。当該予想数

値の修正に関する事項は、本日別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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に特有の会計処理の適用 

 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) 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。 
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② 「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)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益と営業利益が11,086千円減少し、経

常利益と税金等調整前四半期純利益は1,404千円減少しております。 

 また、当該基準の適用により、従来、営業外費用に計上しておりました「たな卸資産廃棄損」

は、第１四半期連結会計期間より売上原価に計上しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、売上総利益と営業利益は9,681千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準第13号)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

準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第

１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算

定する方法によっております。 

 ただし、当第２四半期連結累計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・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引き続き採用しております。 
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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 

(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 1,799,498  2,377,779

  受取手形及び売掛金 1,835,506  1,847,777

  商品 79,330  46,155

  製品 280,154  333,202

  原材料 443,768  370,863

  貯蔵品 16,108  14,296

  その他 167,368  130,657

  貸倒引当金 △1,242  △1,389

  流動資産合計 4,620,491  5,119,342

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 4,471,689  4,452,627

    減価償却累計額 △2,736,681  △2,657,897

    建物及び構築物（純額） 1,735,008  1,794,729

   その他 3,324,165  3,311,612

    減価償却累計額 △2,094,982  △2,018,151

    その他（純額） 1,229,183  1,293,460

   有形固定資産合計 2,964,191  3,088,190

  無形固定資産 53,258  59,930

  投資その他の資産  

   敷金及び保証金 978,533  998,726

   その他 674,584  621,978

   貸倒引当金 △17,491  △17,757

   投資その他の資産合計 1,635,626  1,602,947

  固定資産合計 4,653,076  4,751,068

  資産合計 9,273,568  9,870,411
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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 1,131,830  1,340,068

  短期借入金 1,572,496  1,608,457

  未払法人税等 187,856  150,192

  賞与引当金 79,659  96,005

  その他 1,173,920  1,252,246

  流動負債合計 4,145,762  4,446,970

 固定負債  

  社債 477,500  715,000

  長期借入金 2,275,017  2,437,348

  退職給付引当金 312,964  302,065

  役員退職慰労引当金 14,549  3,520

  その他 63,953  65,391

  固定負債合計 3,143,983  3,523,325

 負債合計 7,289,746  7,970,295

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 823,810  823,810

  資本剰余金 1,043,657  1,043,603

  利益剰余金 101,067  14,740

  自己株式 △6,606  △6,456

  株主資本合計 1,961,928  1,875,697

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 16,950  16,719

  繰延ヘッジ損益 △6,127  △5,188

  評価・換算差額等合計 10,823  11,530

 少数株主持分 11,069  12,888

 純資産合計 1,983,821  1,900,115

負債純資産合計 9,273,568  9,870,411
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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  7,839,226

売上原価  4,384,573

 売上総利益  3,454,653

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び福利費  1,254,475

 賞与引当金繰入額  56,158

 退職給付費用  14,543

 役員退職慰労引当金繰入額  11,329

 貸倒引当金繰入額  103

 その他  1,660,231

 販売費及び一般管理費合計  2,996,841

 営業利益  457,812

営業外収益  

 受取利息  2,638

 受取賃貸料  3,366

 その他  6,939

 営業外収益合計  12,944

営業外費用  

 支払利息  58,001

 持分法による投資損失  39,422

 その他  15,158

 営業外費用合計  112,582

 経常利益  358,173

特別利益  

 受取補償金  26,512

 特別利益合計  26,512

特別損失  

 固定資産除却損  689

 減損損失  61,948

 店舗閉鎖損失  9,933

 投資有価証券評価損  756

 特別損失合計  73,326

 税金等調整前四半期純利益  311,358

 法人税、住民税及び事業税  172,745

 法人税等調整額  △2,425

 法人税等合計  170,319

 少数株主損失（△）  △1,018

 四半期純利益  142,056
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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 311,358

 減価償却費 207,039

 減損損失 61,948

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,898

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,029

 賞与引当金の増減額（△は減少） △16,346

 受取利息及び受取配当金 △3,499

 支払利息 58,001

 受取補償金 △26,512

 売上債権の増減額（△は増加） 12,271

 たな卸資産の増減額（△は増加） △54,843

 仕入債務の増減額（△は減少） △208,237

 その他 △33,440

 小計 329,667

 利息及び配当金の受取額 3,410

 利息の支払額 △58,619

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △134,524

 営業活動によるキャッシュ・フロー 139,935

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 △108,524

 無形固定資産の取得による支出 △4,520

 投資有価証券の取得による支出 △1,742

 貸付金の回収による収入 7,025

 敷金及び保証金の差入による支出 △11,112

 敷金及び保証金の回収による収入 31,306

 店舗立退による収入 8,274

 その他 △7,676

 投資活動によるキャッシュ・フロー △86,969
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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 

 短期借入金の純増減額（△は減少） △40,000

 長期借入れによる収入 480,000

 長期借入金の返済による支出 △638,292

 社債の償還による支出 △277,500

 配当金の支払額 △54,620

 少数株主への配当金の支払額 △800

 自己株式の増減額（△は増加） △95

 財務活動によるキャッシュ・フロー △531,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △478,331

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,348,911
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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 

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） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【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） 

 
ピザ関連事業 

(千円) 

外食事業 

(千円) 

その他の事業

(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 

4,596,730 3,223,684 18,811 7,839,226 － 7,839,226

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － －

計 4,596,730 3,223,684 18,811 7,839,226 － 7,839,226

営業利益 565,153 205,436 1,724 772,314 (314,502) 457,812

(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質並びに使用目的及び市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各区分の主な内容 

(1) ピザ関連事業 …… ピザ事業及びエスニックブレッド製品等の製造・販売事業 

(2) 外食事業 ………… 外食チェーン店及び寿司・弁当の宅配店舗の経営 

(3) その他の事業 …… 食品等の販売他 

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」②に記載のとおり、当社

及び連結子会社は、「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)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、ピザ関連事業で営業利益が11,086千円減少しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

(1)  前四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)
科    目 

金額 

Ⅰ 売上高 8,041,732

Ⅱ 売上原価 4,796,619

   売上総利益 3,245,112

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,033,830

   営業利益 211,281

Ⅳ 営業外収益 

  受取利息 2,971

  受取配当金 2,313

  受取賃貸料 3,251

  持分法による投資利益 3,857

  買掛金調整額 2,601

  その他 6,422

  営業外収益合計 21,417

Ⅴ 営業外費用 

  支払利息 65,661

  支払手数料 11,763

  その他 25,753

  営業外費用合計 103,177

   経常利益 129,521

Ⅵ 特別利益 

  固定資産売却益 55

  投資有価証券売却益 20,130

  店舗立退補償金 25,737

  特別利益合計 45,924

Ⅶ 特別損失 

  固定資産除却損 363

  役員退職慰労金 13,500

  店舗閉鎖損失 7,889

  特別損失合計 21,753

   税金等調整前四半期純利益 153,691

   法人税、住民税及び事業税 18,705

   法人税等調整額 △500

   少数株主利益 △421

   四半期純利益 135,908
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(2) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前中間(当期)純利益 153,691

   減価償却費 207,608

   貸倒引当金の増減額 2,294

   賞与引当金の減少額 △1,119

   退職給付引当金の増減額 △6,940

   受取利息及び受取配当金 △5,284

   支払利息 65,661

   固定資産除却損 363

   固定資産売却益 △55

   店舗閉鎖損失 7,889

   店舗立退補償金 △25,737

   投資有価証券売却益 △ 20,130

   為替差損益 6,716

   持分法による投資利益 △3,857

   社債発行費等償却 1,398

   売上債権の増減額 △342,802

   たな卸資産の増減額 26,574

   仕入債務の増減額 △167,434

   未払消費税等の増減額 △32,707

   その他 6,869

     小計 △127,004

   利息及び配当金の受取額 4,571

  利息の支払額 △66,659

   法人税等の支払額 △35,196

   営業活動によるキャッシュ・フロー △224,288
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前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分 金額 

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 △150,599

   有形固定資産の売却による収入 605

   店舗閉鎖による支出 △5,539

   無形固定資産の取得による支出 △300

   投資有価証券の取得による支出 △2,863

   投資有価証券の売却による収入 52,763

   敷金保証金の差入れによる支出 △32,682

   敷金保証金の返還による収入 41,979

   貸付による支出 △ 100

   貸付金の回収による収入 2,016

   店舗立退による収入 34,462

   長期前払費用の取得による支出 △ 927

   その他 △3,079

   投資活動によるキャッシュ・フロー △64,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増減額 49,980

   長期借入れによる収入 850,000

   長期借入金の返済による支出 △406,941

   社債の償還による支出 △307,500

   自己株式の取得・売却による収支 △51

   財務活動によるキャッシュ・フロー 185,487

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 6,716

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 109,782

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,736,336

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高 

1,626,553
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(3) セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
ピザ関連事業

（千円） 

外食事業 

（千円） 

その他事業

（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 4,801,072 3,229,539 11,120 8,041,732 ─ 8,041,732

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
─ ─ ─ ─ ─ ─ 

計 4,801,072 3,229,539 11,120 8,041,732 ─ 8,041,732

  営業費用 4,507,112 3,036,820 9,550 7,553,482 276,967 7,830,450

  営業利益 293,960 192,718 1,570 488,249 (276,967) 211,281
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