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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 34,158 ― 1,057 ― 1,081 ― 504 ―

20年3月期第3四半期 25,591 1.2 208 △78.2 158 △79.7 △746 ―

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 20.78 20.76
20年3月期第3四半期 △30.77 △30.71

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 31,604 7,847 17.0 323.47
20年3月期 31,495 6,943 15.9 286.20

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,375百万円 20年3月期  5,001百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 44,000 23.5 1,400 240.6 1,300 383.2 500 ― 20.61

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  無  

(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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】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 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 有

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  24,264,100株 20年3月期  24,261,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,367株 20年3月期  2,268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  24,261,498株 20年3月期第3四半期  24,255,403株



 当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界的に波

及し、急激な円高によって企業業績が失速するとともに、株価の急落や雇用環境の悪化等をはじめ、景気後退の長期

化が避けられない状況となりました。 

 当社グループの主要マーケットである外食業界におきましても、雇用や景気の先行き不安から消費者の生活防衛意

識が高まってきており、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下におきまして当社グループの中核事業である外食サービス事業においては、「既存業態の強化と

拡大」に向け、グランドメニューの改定サイクルの短縮化をはじめ、季節的なフェアメニューの導入や宴会需要の獲

得、店舗モニターによる店舗のサービスレベル向上等、既存業態のブラッシュアップに注力してまいりました。ま

た、「新規取得事業のバリューアップ」については、店舗オペレーションの再構築とグループメリットを活かしたコ

ストダウンを中心に収益構造の改善を図ってまいりました。こうした取り組みの結果、既存業態および新規取得事業

ともに収益体質が良化し、外食サービス事業の収益は着実に向上いたしました。 

 また、印刷流通事業におきましては、グループ３社の合併等により事業再編に着手してまいりましたが、景況感の

悪化により、主要顧客である出版業界の事業環境が一段と冷え込むなか、依然として厳しい状況が続いております。

こうした厳しい事業環境を踏まえ、現在、新たな事業再構築へ向けた活動を推進しております。 

 これらの結果、当第３四半期（９か月）の当社グループの売上高は、34,158百万円（前年同期比33.5%増）となり

ました。また、営業利益は 1,057百万円（同406.5%増）、経常利益は 1,081百万円（同584.7%増）、四半期純利益は 

504百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（外食サービス事業） 

 当第３四半期（９か月）における外食サービス事業の売上高は、㈱扇屋コーポレーション、㈱紅とんをはじめとす

る既存業態の回復に加え、前連結会計年度において、新たにグループ入りした「北の家族」事業や㈱一源等の貢献に

より、29,994百万円（前年同期比49.2%増）となりました。営業利益は 1,697百万円（同108.2%増）となりました。 

（印刷流通事業） 

 当第３四半期（９か月）における印刷流通事業の売上高は、事業の絞込みや再構築の影響等により、4,164百万円

（前年同期比24.1%減）となりました。営業損失は 171百万円（同5.4%増）となりました。  

  

 当四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 108百万円増加し、31,604百万円となりました。これは、

前連結会計年度末に比べ、有形固定資産が 295百万円増加したこと等によるものであります。 

 一方、負債の部では、前連結会計年度末に比べ、短期借入金が 280百万円、長期借入金が 1,320百万円減少したこ

と等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ 796百万円減少し 23,756百万円となりました。 

 純資産の部は、剰余金の配当により 121百万円減少しましたが、当社子会社である㈱NBKが、前連結会計年度にお

いて取得した「北の家族」事業の事業譲受に伴い実施した優先株式の追加発行 500百万円等により、904百万円増加

し、7,847百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、17.0%、1株当り純資産は、323円47銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金調整前四半期純利益 888百万円、減価償却費 1,201百万円、のれん償

却費 336百万円、たな卸資産の減少 161百万円、仕入債務の増加 184百万円等により 3,629百万円の収入となりまし

た。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や既存店舗のリニューアル等に伴う固定資産の取得による支出 

1,232百万円、「北の家族」事業譲受等による支出 562百万円等により、2,406百万円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 566百万円、長期借入れによる収入 2,930百万円、長期

借入金返済 3,964百万円、増資（優先株式）の払込による収入 500百万円等により、1,285百万円の支出となりまし 

た。 

 以上の結果、当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 61百万円減 

少し、1,629百万円となりました。  

  

  

平成21年３月期通期の連結業績見通しは、平成20年11月12日に公表いたしましたとおり、売上高 44,000百万円、 

営業利益 1,400百万円、経常利益 1,300百万円、当期純利益 500百万円を見込んでおります。  

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

該当事項はありません。 

  

   

該当事項はありません。  

  

  

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（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 

（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 

・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、主として最終仕入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、主として最終仕入原価法（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軽微であります。 

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。これに 

よる損益に与える影響は軽微であります。 

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おります。 



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 1,629,845 1,691,833

受取手形及び売掛金 2,338,803 2,438,741

有価証券 14,544 27,440

商品 48,895 240,148

原材料 243,965 183,260

仕掛品 95,963 95,262

貯蔵品 27,741 58,904

繰延税金資産 212,991 183,677

その他 1,621,557 959,663

貸倒引当金 △185,469 △35,095

流動資産合計 6,048,839 5,843,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,781,622 10,723,750

機械装置及び運搬具（純額） 637,856 598,891

工具、器具及び備品（純額） 1,144,837 1,313,637

リース資産（純額） 292,497 －

土地 2,569,174 2,419,174

建設仮勘定 20,447 95,499

有形固定資産合計 15,446,437 15,150,953

無形固定資産   

のれん 2,894,718 3,157,674

その他 818,927 823,277

無形固定資産合計 3,713,646 3,980,952

投資その他の資産   

投資有価証券 333,574 262,935

長期貸付金 26,664 14,468

敷金及び保証金 4,870,493 4,952,123

繰延税金資産 1,046,456 1,116,822

その他 155,401 213,991

貸倒引当金 △40,692 △45,608

投資その他の資産合計 6,391,898 6,514,732

固定資産合計 25,551,981 25,646,638

繰延資産 3,179 5,410

資産合計 31,604,000 31,495,885



（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 3,552,917 3,367,976

短期借入金 6,798,991 7,079,782

未払金 700,617 1,313,249

未払費用 1,043,888 1,076,561

未払法人税等 161,310 105,862

賞与引当金 167,922 245,375

その他 1,570,705 482,646

流動負債合計 13,996,353 13,671,453

固定負債   

社債 90,000 100,000

長期借入金 8,978,723 10,299,078

その他 691,064 482,148

固定負債合計 9,759,787 10,881,226

負債合計 23,756,141 24,552,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,739,271 2,738,352

資本剰余金 2,742,119 3,441,426

利益剰余金 △32,954 △1,116,027

自己株式 △1,896 △1,809

株主資本合計 5,446,540 5,061,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △70,871 △60,490

評価・換算差額等合計 △70,871 △60,490

新株予約権 72,190 41,754

少数株主持分 2,400,000 1,900,000

純資産合計 7,847,859 6,943,205

負債純資産合計 31,604,000 31,495,885



（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 34,158,503

売上原価 12,978,938

売上総利益 21,179,565

販売費及び一般管理費 20,122,528

営業利益 1,057,036

営業外収益  

受取利息及び配当金 15,357

協賛金収入 214,285

その他 105,783

営業外収益合計 335,426

営業外費用  

支払利息 277,324

その他 33,163

営業外費用合計 310,488

経常利益 1,081,974

特別利益  

固定資産売却益 1,581

保険差益 142,611

その他 44,709

特別利益合計 188,902

特別損失  

固定資産除却損 44,086

減損損失 147,674

その他 190,904

特別損失合計 382,664

税金等調整前四半期純利益 888,212

法人税、住民税及び事業税 335,298

法人税等調整額 48,770

法人税等合計 384,068

四半期純利益 504,144



（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 888,212

減価償却費 1,201,383

減損損失 147,674

のれん償却額 336,651

繰延資産償却額 2,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 145,457

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,453

新株予約権発行に伴うみなし人件費 32,273

受取利息及び受取配当金 △15,357

支払利息 277,324

為替差損益（△は益） △8

有価証券評価損益（△は益） 12,896

投資有価証券評価損益（△は益） 4,873

投資有価証券売却損益（△は益） △26,254

有形固定資産売却損益（△は益） 28,619

有形固定資産除却損 40,895

無形固定資産除却損 3,190

保険差益 △142,611

売上債権の増減額（△は増加） 99,937

たな卸資産の増減額（△は増加） 161,009

その他の流動資産の増減額（△は増加） △99,474

仕入債務の増減額（△は減少） 184,941

預り保証金の増減額（△は減少） △11,267

その他の流動負債の増減額（△は減少） 872,804

小計 4,067,950

利息及び配当金の受取額 15,357

利息の支払額 △285,121

保険金の受取額 150,440

法人税等の支払額 △318,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,629,761



（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) 

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 △1,232,016

有形固定資産の売却による収入 27,525

無形固定資産の取得による支出 △180,161

投資有価証券の取得による支出 △147,631

投資有価証券の売却による収入 80,274

短期貸付金の増減額（△は増加） △485,668

長期貸付けによる支出 △15,294

長期貸付金の回収による収入 3,098

長期未収入金の増減額（△は増加） 5,318

営業譲受による支出 △562,376

敷金及び保証金の差入による支出 △206,030

敷金及び保証金の回収による収入 274,270

預り保証金の返還による支出 △31,154

預り保証金の受入による収入 42,363

その他 20,892

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,406,591

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） △566,700

長期借入れによる収入 2,930,000

長期借入金の返済による支出 △3,964,446

長期未払金の増加による収入 113,403

長期未払金の返済による支出 △99,346

リース債務の返済による支出 △67,409

社債の償還による支出 △10,000

株式の発行による収入 2

少数株主からの払込みによる収入 500,000

自己株式の取得による支出 △86

配当金の支払額 △120,584

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,285,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,988

現金及び現金同等物の期首残高 1,691,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,629,845



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 

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. 事業区分の方法 

 製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業の2事業に区

分しております。 

2. 各事業区分の主な事業内容 

a.外食サービス事業   ：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、刺身居酒屋「魚や一丁」、焼きとん居

酒屋「日本橋 紅とん」、居酒屋「北の家族」「食彩屋 一源」「甍の

波」、大阪風お好み焼き「ぼちぼち」、レストラン「オーブン亭」、その

他飲食店経営 

b.印刷流通事業     ：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業印

刷物卸販売等 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結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。 

  

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（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〕 

  
外食サービス事業

（千円） 
印刷流通事業   

（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 29,994,450 4,164,053 34,158,503     ー 34,158,503

(2)セグメント間の内部売上高 984 207,600 208,585  △208,585  ー

計 29,995,435 4,371,653 34,367,089  △208,585 34,158,503

営業利益又は営業損失（△） 1,697,612 △171,991 1,525,620  △468,583 1,057,036

〔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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  25,591,056

Ⅱ 売上原価  11,634,480

売上総利益  13,956,575

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,747,894

営業利益  208,681

Ⅳ 営業外収益  211,096

Ⅴ 営業外費用  261,754

経常利益  158,022

Ⅵ 特別利益  10,101

Ⅶ 特別損失  872,492

税金等調整前四半期純損失  704,367

税金費用  50,497

少数株主損失 △8,483

四半期純損失  746,380
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