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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 2,093 ― 150 ― 177 ― 70 ―
21年2月期第1四半期 2,060 27.5 155 3.3 175 11.2 291 267.3

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

22年2月期第1四半期 822.44 739.69
21年2月期第1四半期 3,418.32 3,058.28

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

22年2月期第1四半期 5,800 3,764 64.9 44,146.23
21年2月期 6,419 3,693 57.5 43,323.79

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,764百万円 21年2月期  3,693百万円

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

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
500.00 ― 500.00 1,000.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,417 ― 252 ― 298 ― 159 ― 1,870.41

通期 9,113 3.8 717 1.8 812 1.7 442 △11.8 5,184.16
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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 
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、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。 
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） 22年2月期第1四半期 86,600株 21年2月期  86,600株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,337株 21年2月期  1,337株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 85,263株 21年2月期第1四半期 85,255株
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 当第１四半期(平成21年３月１日から平成21年５月31日までの３ヶ月間）のわが国経済は、世界的な金融危機によ

る世界経済の減速、株式市場の低迷及び急激な円高の進行などの影響から企業収益が大幅に悪化しており、一部回復

の兆しも報道されたとはいうものの、依然として民間設備投資の減少や雇用不安がみられたほか、個人消費も引き続

き冷え込むなど厳しい環境となりました。また、外食産業におきましては、こうした外部環境の下での雇用環境の悪

化、先行きの不安感などから消費マインドの低下が続き、厳しい状況で推移しております。 

 このような状況の下当社グループにおきましては、主力業態である「天地旬鮮 八吉」を中心に、主として東京都

内のビジネス街に店舗展開を進めておりますが、当第１四半期におきましては、新規出店をあえて抑制し、不振店舗

の早期撤退や既存店舗の営業面でのテコ入れを実施いたしました。当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、67店舗

となっております。当連結会計期間末までには、新規出店予定の３店舗を加えた70店舗体制となる予定であります。

 以上の結果、当第１四半期の売上高は2,093,585千円、営業利益は150,929千円、経常利益は177,001千円、四半期

純利益は70,123千円となりました。 

 今後も引き続き無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港での鮮魚の直接買い付けが可能な権利である

買参権をさらに活かすべく、特に既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするために戦略的な営業、人

員の採用を引き続き実施していく所存であります。 

① 売上高 

 当第１四半期の売上高は、2,093,585千円となりました。当第１四半期の新規オープンはございませんが、既存店

舗の売上高は、概ね堅調に推移いたしました。 

 当社は、漁港に水揚げされた鮮魚をその場で買い付けることができる権利である買参権を取得し、それに伴い新潟

県糸魚川市、島根県浜田市に加えて、今後の買参権取得を視野に入れ平成20年８月に開設した宮城県の塩竈市にそれ

ぞれ営業所を開設しております。同営業所は、漁港で直接鮮魚を仕入れ、干物等の加工を行うと同時に「天地旬鮮 

八吉」を中心とする当社グループの各店舗並びに取引業者へ発送を行っております。買参権の取得に伴う営業所の開

設で、鮮魚を直接お客様に提供する流通システムが確立いたしました。その強みを生かすべく、先行き「天地旬鮮 

八吉」を中心に新規出店を行っていく予定であります。平成21年６月24日には、東京秋葉原に当社グループ店舗の中

でも２番目の席数を誇る大型店舗「天地旬鮮 八吉 秋葉原中央口店」を新規開店させていただいております。 

② 営業利益 

 当第１四半期の売上総利益は1,555,545千円、営業利益は150,929千円となっております。 

 なお、売上原価率は25.7％となっております。 

 売上高営業利益率は7.2％と租税公課の負担増等が利益率を押し下げる結果となりました。 

 また、外食産業の経費効率を表す指標として、「FLコスト比率」があげられます。これは売上高に占めるF(原材料

費）とL（人件費）の合計額の割合であります。外食産業の標準的なFLコスト比率は60％から65％といわれている中

で、当社は50.8％を実現しております。買参権を利用した鮮魚仕入や売買参加権を利用した青果物等の仕入などによ

る原価率の低減と、人件費が安価なのではなく「一人当たりの売上高」が高いことからこそ可能となった、人件費率

の低減を両立しなければ、実現できないと考えております。 

③ 経常利益 

 当第１四半期の経常利益は177,001千円となっております。当第１四半期における営業外損益の主な内容は、営業

外収益として協賛金収入27,720千円、営業外費用として支払利息5,792千円が計上されております。結果、売上高対

経常利益率は8.5％となっております。 

 当社グループは、数ある指標の中でこの「売上高対経常利益率」の指数を最重要と位置づけております。むやみな

「規模の拡大」をせず、常に規模に応じた必要利益を設定しながらその実現のためにまい進し続けることが株主様を

はじめとするステークホルダーの方々のご期待に沿うものだと考えております。 

 飲食業の当該指数に関して、当社は10％を一つの通過ラインとして設定しております。当第１四半期は及びません

でしたが、利益率アップのための様々な取り組みを今後も続けてまいります。 

④ 四半期純利益 

 当第１四半期の純利益は70,123千円となっております。当第１四半期における特別損益の主な内容は、特別利益と

して「さんばし 浦和ワシントンホテル店」閉店に伴う店舗設備造作の売却益が3,000千円、過年度の店舗損害に係

る受取保険金が2,119千円が計上されております。また、特別損失としては退任した監査役に対する役員退職慰労金

1,500千円および過年度の消費税額1,485千円を計上しております。 

 法人税等は前連結会計年度に実施した、税務当局の指導による修正申告に係る影響から、法人税等調整額と合わせ

まして、108,881千円計上されております。差引、四半期純利益は70,123千円となっております。 

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
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 当第１四半期連結会計期間末における資産の部は、5,800,952千円、負債の部は2,036,912千円、純資産の部は

3,764,039千円となりました。この結果、自己資本比率は64.9％となっております。 

① 流動資産 

 流動資産は、1,359,149千円であります。流動資産のうち主なものは、現金及び預金が841,646千円、売掛金が

160,178千円、商品が162,756千円であります。前連結会計年度末と比較いたしますと、主に諸税金等の支払いに

よる現金及び預金の減少があり、流動資産は529,101千円減少しております。 

 なお流動資産÷流動負債で表される流動比率は、135.9％であります。 

② 固定資産 

 固定資産は4,441,802千円であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比較いたしまして89,126千円減少しております。 

 減少理由といたしましては、当第１四半期連結累計期間の新規出店がなかったことに加えて、のれん償却額

51,716千円および減価償却費90,186千円の計上による減少であります。その他、新規店舗の契約等により敷金及

び保証金が37,731千円増加しております。 

③ 流動負債 

 流動負債は、1,000,068千円であります。流動負債のうち主なものは、買掛金141,042千円、１年内返済予定の

長期借入金が308,016千円、そして未払法人税等が89,185千円であります。 

 前連結会計年度末と比較いたしまして、595,987千円の減少となっております。内容といたしましては、１年

内返済予定の長期借入金の返済、１年内償還予定の社債の償還によるものと、税金納付により未払法人税等が

407,454千円減少しております。 

④ 固定負債 

 固定負債は、1,036,843千円であります。固定負債のうち主なものは、社債が15,000千円、長期借入金が

824,442千円であります。 

 前連結会計年度末と比較して、92,364千円の減少となっております。内容と致しましては、社債の償還および

長期借入金の返済による減少であります。 

⑤ 純資産の部 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、3,764,039千円であります。純資産の部の内訳は、資本金

1,160,691千円、資本剰余金1,219,761千円、利益剰余金1,502,409千円及び自己株式△118,821千円であります。

 「サマリー情報」に記載した平成22年２月期の連結業績予想は、平成21年４月９日に公表いたしました連結業績予

想から修正は行っておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

   

①簡便な会計処理 

１．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、当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。  

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

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
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２．棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出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。また、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。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

該当事項はありません。  

  

①四半期連結財務諸表に係る会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「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会計処理基準に関する事項の変更 

 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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る原価法によっており

ましたが、当第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日公表分）が適用されたことに伴い、主として最終仕入原価法による原価法（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）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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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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 841,646 1,359,189

売掛金 160,178 129,255

商品 162,756 170,116

その他 194,568 229,689

流動資産合計 1,359,149 1,888,250

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,948,804 2,898,638

減価償却累計額 △1,458,439 △1,344,415

建物（純額） 1,490,365 1,554,222

土地 577,891 577,891

その他 897,485 867,203

減価償却累計額 △671,172 △637,894

その他（純額） 226,313 229,309

有形固定資産合計 2,294,569 2,361,423

無形固定資産   

のれん 572,427 624,144

その他 22,224 23,243

無形固定資産合計 594,652 647,387

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,365,451 1,327,719

その他 202,183 209,452

貸倒引当金 △15,054 △15,054

投資その他の資産合計 1,552,581 1,522,118

固定資産合計 4,441,802 4,530,929

資産合計 5,800,952 6,419,180
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 141,042 154,592

1年内償還予定の社債 25,000 125,000

1年内返済予定の長期借入金 308,016 330,103

未払法人税等 89,185 496,640

その他 436,824 489,719

流動負債合計 1,000,068 1,596,055

固定負債   

社債 15,000 20,000

長期借入金 824,442 892,207

その他 197,400 217,001

固定負債合計 1,036,843 1,129,208

負債合計 2,036,912 2,725,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,691 1,160,691

資本剰余金 1,219,761 1,219,761

利益剰余金 1,502,409 1,432,285

自己株式 △118,821 △118,821

株主資本合計 3,764,039 3,693,916

純資産合計 3,764,039 3,693,916

負債純資産合計 5,800,952 6,419,180
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,093,585

売上原価 538,040

売上総利益 1,555,545

販売費及び一般管理費 1,404,615

営業利益 150,929

営業外収益  

受取利息 151

協賛金収入 27,720

その他 4,161

営業外収益合計 32,033

営業外費用  

支払利息 5,792

その他 168

営業外費用合計 5,961

経常利益 177,001

特別利益  

固定資産売却益 3,000

受取保険金 2,119

特別利益合計 5,119

特別損失  

役員退職慰労金 1,500

前期損益修正損 1,485

その他 130

特別損失合計 3,115

税金等調整前四半期純利益 179,005

法人税、住民税及び事業税 73,153

法人税等調整額 35,728

法人税等合計 108,881

四半期純利益 70,123
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 179,005

減価償却費 90,186

のれん償却額 51,716

受取利息及び受取配当金 △151

支払利息 5,792

受取保険金 △2,119

有形固定資産売却損益（△は益） △3,000

売上債権の増減額（△は増加） △30,923

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,360

仕入債務の増減額（△は減少） △13,550

未払金の増減額（△は減少） △6,331

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,341

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,713

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,396

その他の固定負債の増減額（△は減少） △19,600

その他 1,440

小計 224,802

利息及び配当金の受取額 78

利息の支払額 △5,030

保険金の受取額 2,119

法人税等の支払額 △481,753

営業活動によるキャッシュ・フロー △259,784

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 △22,094

有形固定資産の売却による収入 3,000

無形固定資産の取得による支出 △220

定期預金の払戻による収入 4,500

敷金及び保証金の差入による支出 △51,960

敷金及び保証金の回収による収入 14,228

短期貸付金の増減額（△は増加） 265

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,280

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △89,851

割賦債務の返済による支出 △6,151

社債の償還による支出 △105,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △201,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △513,068

現金及び現金同等物の期首残高 1,283,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 770,589
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）  

 飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高及び営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。   

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 海外売上高がないため記載しておりません。  

  

 該当事項はありません。 

（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〕

〔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
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「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１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,060,779

Ⅱ 売上原価  533,668

売上総利益  1,527,110

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,371,278

営業利益  155,832

Ⅳ 営業外収益  28,532

 １．受取利息  121

 ２．協賛金収入  24,506

 ３．投資有価証券売却益  1,148

 ４．その他  2,756

Ⅴ 営業外費用  8,715

 １．支払利息  8,452

 ２．その他  263

経常利益  175,649

Ⅵ 特別利益  350,000

 １．損害賠償金  350,000

Ⅶ 特別損失  11,514

 １．固定資産除却損  5,669

 ２．前期損益修正損  5,845

税金等調整前四半期純利益  514,134

税金費用  222,705

四半期純利益  291,428
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

(平成21年２月期第１四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 514,134

減価償却費 99,378

のれん償却額 45,994

受取利息及び受取配当金 △121

投資有価証券売却益 △1,148

支払利息 8,452

損害賠償金 △350,000

固定資産除却損 5,669

未払消費税等の増加額(△減少額) △45,854

売上債権の増加額 △7,397

たな卸資産の減少額(△増加額) 13,279

仕入債務の増加額(△減少額） △27,948

未払金の増加額(△減少額) 46,299

その他流動資産の減少額(△増加額) 9,156

その他流動負債の増加額(△減少額) △5,743

その他固定負債の増加額 18,668

その他 △29,790

小計 293,028

利息及び配当金の受取額 121

利息の支払額 △6,741

損害賠償金の受取額 350,000

法人税等の支払額 △190,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 446,098

Ⅱ 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 △505

有形固定資産の取得による支出 △43,245

無形固定資産の取得による支出 △1,794

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 △405,086

敷金保証金の回収による収入 15,395

短期貸付金の純増減額 △2,512

その他 250

投資活動によるキャッシュ・フロー △437,497
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前年同四半期

(平成21年２月期第１四半期)

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △281,692

割賦債務の返済による支出 △25,943

社債の償還による支出 △55,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,364

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減
少額） 45,965

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,119,969

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末
残高 1,165,935
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