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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,997 51.0 △256 ― △238 ― 1,143 ―
20年3月期第3四半期 1,985 △4.5 △1 ― △16 ― 16 △78.7

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3四半期 81.72 ―
20年3月期第3四半期 1.46 ―

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3四半期 8,160 5,543 67.9 401.42
20年3月期 5,673 4,667 82.3 326.17

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,543百万円 20年3月期  4,551百万円

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 ― 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 4,404 69.0 23 ― 77 ― 1,533 ― 109.28

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、5ページ【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、5ページ【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. 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。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  14,860,000株 20年3月期  14,860,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,049,367株 20年3月期  549,367株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  13,993,967株 20年3月期第3四半期  11,507,238株



当第３四半期連結累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、さらに株価の大幅な下落、急激な円高の進行による企業収
益の悪化等により、景気の後退が顕著になってまいりました。  
 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2,997百万円、経常損失238百万円、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2,335百万円、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四半期純利益は、1,143百万円となりました。  
 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をいたしましたが、既存加盟店の閉店による売上減少もあり、売上高は前年同期比
96.9％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、12月に東京大手町日本ビルディングB1
に「TOKYO味噌らーめん」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
工事のため閉店しておりましたが平成20年10月開店いたしました。これによる売上高は前年同期比
134.8％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
に「地ぱん」の販売店舗を譲受け、出店しました。また10月に東京汐留の汐留シティセンター1Fに、11月
に神奈川県川崎市LAZONA川崎Grand Food内に地ぱん店「じぱん家」を開店いたしました。これにより売上
高は33百万円となりました。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204.5％となりました。  
 以上の結果、食品事業の売上高は1,999百万円、営業損失95百万円となりました。   
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②不動産部 

当第３四半期におきまして、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、東京都中
央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2,335百万円を計上しました。  
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203百万円、営業利益は
127百万円となりました。  
  

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794百万円、のれんの償却が151百万円あったことから営業損失は93百万
円となりました。  
  

キャッシュフローの状 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金当調整前四半期純利

益2,065百万円を計上、のれん償却額が153百万円、未払金の増加が132百万円発生した一方で、固定資

産売却益が2,335百万円、売上債権の増加が189百万円、その他の流動資産の増加が298百万円発生した

こと等により前連結会計年度末と比べ275百万円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３四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、連結に範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出が1,599百万円、

貸付けによる支出が1,063百万円発生したこと等により、前連結会計年度末に比べ783百万円の資金の増

加となりました。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入

170百万円、配当金の支払33百万円等が発生した一方で、社債の発行による収入が145百万円増加したた

め、前連結会計年度末と比べ588百万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216百万円となりました。 

  

当第３四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2,707百万円増加し、

8,160百万円となりました。これは主に現金及び預金が266百万円、受取手形及び売掛金の増加が476百万

円、無形固定資産の増加が1,203百万円によるものです。 

負債は1,675百万円増加し、2,616百万円になりました。これは主に短期借入金の増加が173百万円、未

払法人税等の増加が655百万円、繰延税金負債の増加が271百万円によるものです。 

純資産は1,032百万円増加し、5,543百万円になりました。これは主に利益剰余金の増加1,101百万円に

よるものです。 
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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 

第４四半期には、これまで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。  
 新規事業の「地ぱん」については、引き続き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。また平成21年１月26日に公表しました「株式会社セルフィ
ユの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、当社の関連会社である銀嶺食品工業株式会社
と共に展開する地ぱん事業と株式会社セルフィユが展開する事業は、親和性が高く、お互いの店舗で相互
に商品の販売を行うことにより、既存固定客及び新規顧客を呼び込むことが期待できます。  
 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
一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FC一店あた
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高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。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。 
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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３四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 

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。     

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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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、残存価額を零とする定額法を採用しています。  

 ただし、当第３四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

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,173,553 906,703

受取手形及び売掛金 614,269 137,448

商品及び製品 94,032 48,245

原材料及び貯蔵品 10,141 9,790

その他 776,379 41,136

貸倒引当金 △3,876 △845

流動資産合計 2,664,499 1,142,478

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,247,412 2,402,076

減価償却累計額 △1,659,426 △1,845,077

建物及び構築物（純額） 587,985 556,999

機械装置及び運搬具 128,514 185,432

減価償却累計額 △114,847 △156,216

機械装置及び運搬具（純額） 13,666 29,216

工具、器具及び備品 206,977 189,760

減価償却累計額 △138,653 △153,391

工具、器具及び備品（純額） 68,324 36,369

土地 2,164,899 2,538,503

その他 403,474 －

有形固定資産合計 3,238,351 3,161,088

無形固定資産   

のれん 1,166,905 －

その他 55,149 18,537

無形固定資産合計 1,222,054 18,537

投資その他の資産   

出資金 600,000 600,000

その他 488,140 579,699

貸倒引当金 △52,426 △49,046

投資その他の資産合計 1,035,714 1,130,653

固定資産合計 5,496,120 4,310,279

資産合計 8,160,619 5,452,757



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 191,271 105,607

短期借入金 435,640 262,400

未払法人税等 664,260 9,114

賞与引当金 10,762 －

その他 546,565 172,327

流動負債合計 1,848,500 549,449

固定負債   

社債 160,000 50,000

長期借入金 159,970 121,600

退職給付引当金 23,756 17,257

役員退職慰労引当金 25,459 27,107

繰延税金負債 271,833 －

その他 127,208 175,715

固定負債合計 768,228 391,679

負債合計 2,616,728 941,128

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 2,162,988 1,061,275

自己株式 △234,096 △164,646

株主資本合計 5,543,891 4,511,629

純資産合計 5,543,891 4,511,629

負債純資産合計 8,160,619 5,452,757



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,997,386

売上原価 1,472,188

売上総利益 1,525,198

販売費及び一般管理費 1,782,010

営業損失（△） △256,811

営業外収益  

受取利息 14,351

受取配当金 22,602

投資有価証券売却益 7,192

その他 19,427

営業外収益合計 63,573

営業外費用  

支払利息 9,571

株式管理費用 13,105

持分法による投資損失 15,640

その他 7,036

営業外費用合計 45,353

経常損失（△） △238,591

特別利益  

固定資産売却益 2,335,566

その他 19

特別利益合計 2,335,585

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 2,065,174

法人税、住民税及び事業税 656,859

法人税等調整額 264,722

四半期純利益 1,143,592



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,259,810

売上原価 613,943

売上総利益 645,866

販売費及び一般管理費 698,084

営業損失（△） △52,217

営業外収益  

受取利息 9,852

受取配当金 7,561

その他 7,668

営業外収益合計 25,082

営業外費用  

支払利息 4,253

株式管理費用 5,066

持分法による投資損失 14,821

その他 81

営業外費用合計 24,222

経常損失（△） △51,357

特別利益  

固定資産売却益 －

その他 △9

特別利益合計 △9

特別損失  

固定資産除却損 －

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純利益 △51,366

法人税、住民税及び事業税 △281,513

法人税等調整額 307,898

四半期純損失（△） △77,751



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,065,174

減価償却費 74,218

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 153,997

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） 15,640

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） 6,410

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,499

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,647

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,762

受取利息及び受取配当金 △36,953

支払利息 9,571

売上債権の増減額（△は増加） △189,856

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,670

差入保証金の増減額（△は増加） 71,237

その他の流動資産の増減額（△は増加） △298,735

その他の固定資産の増減額（△は増加） △6,514

破産更生債権等の増減額（△は増加） △2,936

仕入債務の増減額（△は減少） 85,663

未払金の増減額（△は減少） 132,956

未払費用の増減額（△は減少） 12,360

預り保証金の増減額（△は減少） △49,658

その他の流動負債の増減額（△は減少） 65,108

小計 △228,171

利息及び配当金の受取額 32,866

利息の支払額 △10,242

法人税等の支払額 △7,140

営業活動によるキャッシュ・フロー △212,688

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 △1,063,170

貸付金の回収による収入 762,863

有形固定資産の取得による支出 △556,513

有形固定資産の売却による収入 2,769,334

無形固定資産の取得による支出 △3,934

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 194,571



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 170,000

社債の発行による収入 145,859

社債の償還による支出 △10,000

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △47,880

配当金の支払額 △33,562

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 234,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,850

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 1,112,553



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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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、株式会社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て増加しております。  

その影響は次の通りであります。  

 のれん 1,148,253千円 

２.所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当社及び連結子会社の本店又は主たる事業所は、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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

1,999,852 203,282 794,251 2,997,386 ― 2,997,386

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,999,852 203,282 794,251 2,997,386 ― 2,997,386

営業利益又は営業損失(△) △95,027 127,468 △93,871 △61,430 △195,380 △256,811

(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3四半期)

金額(千円）

Ⅰ 売上高 1,798,062

Ⅱ 売上原価 930,305

   売上総利益 867,757

Ⅲ 販売費及び一般管理費 870,329

   営業利益又は営業損失 △2,571

Ⅳ 営業外収益 20,516

Ⅴ 営業外費用 36,786

   経常利益又は経常損失 △18,841

 Ⅵ 特別利益 61,183

 Ⅶ 特別損失 20,279

   税金等調整前四半期(前期)純利益 22,062

   法人税、住民税及び事業税 8,406

   法人税等調整額 △2,062

   四半期(前期)純利益 
 

15,718
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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3四半期)

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)純利益 24,065

    2.減損損失 ―

  3.減価償却費 70,365

    4.関係会社清算損失 ―

  5.固定資産売却益 ―

  6.固定資産除売却損 19,178

  7.店舗撤退損失 1,101

  8.貸倒引当金の増減額 △ 4,602

  9.受取利息受取配当金 △ 3,879

  10.支払利息 6,559

  11.売上債権の増加額 △ 36,939

  12.たな卸資産の増減額 △ 18,340

  13.差入保証金の減少額 723

  14.仕入債務の増減額 36,771

  15.その他 △ 4,444

    小計 33,923

  16.利息及び配当金の受取額 4,259

  17.利息の支払額 △ 6,345

  18.法人税等の支払額 △ 16,379

  営業活動によるキャッシュ・フロー 15,458

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 △ 110,000

   2.定期預金払戻による収入 110,000

    3.出資金への出資 △ 600,000

    4.有価証券の売却 69,004

    5.満期保有目的債権の満期取得 100,000

   6.資金の貸付による支出 △ 957

   7.資金の回収による収入 1,335

   8.固定資産の取得による支出 △ 152,302

   9.固定資産の売却による収入 28

  10.その他 △ 1,101

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 583,992

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

    1.第３者割当増資による収入 891,000

  2.短期借入金の減少額(純額) ―

  3.長期借入金による収入 100,000

  4.長期借入金の返済による支出 △ 66,800

  5.社債の発行による収入 ―

  6.社債の償還による支出 △ 10,000

  7.配当金の支払額 △ 47,608

  8.自己株式取得による支出 △ 252

    9.その他 △ 4,028

  財務活動によるキャッシュ・フロー 862,309

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 293,775

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 892,331
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