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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 9,354 ― 160 ― 98 ― 83 ―
21年2月期第1四半期 8,722 42.1 △59 ― △111 ― △218 ―

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 1,138.38 ―
21年2月期第1四半期 △2,980.39 ―

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 30,293 9,463 30.8 127,265.78
21年2月期 29,346 9,288 31.2 124,842.59

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  9,327百万円 21年2月期  9,150百万円

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 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

15,400 ― 251 ― 110 ― 60 ― 818.63

通期 31,400 △8.8 424 ― 141 ― 80 ― 1,091.51
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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、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.上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、
実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知下さい。 
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 74,495株 21年2月期  74,495株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,202株 21年2月期  1,202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 73,293株 21年2月期第1四半期 73,293株

TRNコーポレーション(株)(3351) 平成22年2月期第1四半期決算短信

2



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ感を背景に株価は緩やかな回復基調

にあるものの、世界的金融危機の影響による国内の景況感は、依然として好転の兆しが見えない状況が

続いております。特に雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込みの影響は大きく、国内の景気は先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

このような環境下、当社グループは「選択と集中・原点回帰」を今期の基本方針として掲げ、業務委

託店舗数約600店舗という経営資源を誇る主力事業「店舗運営事業」を核とした事業戦略を展開するこ

とにより、当社グループの方向性をひとつにして、企業価値の向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期における業績は、売上高が、9,354百万円、利益面では経常利益が98百万

円、当第１四半期純利益は83百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

店舗運営事業におきましては、時代にマッチした業態での出店が進み、安定した顧客基盤を有して

おります。業務委託型店舗につきましては、今後も安定した増加が見込まれ、当社グループにおける

主要事業として売上・利益に寄与する見込みであります。 

 この結果、店舗運営事業の売上高は、7,237百万円、営業利益は、23百万円となりました。 

店舗総合サービス事業におきましては、前期より与信管理を中心とした事業に転換した為に、前連

結会計年度に比して減収となりました。 

 この結果、店舗総合サービス事業の売上高は、33百万円、営業損失は、39百万円となりました。 

プライベート・エクイティ事業におきましては、サブプライムローン問題等により経済環境が悪化

する中で保有株式の売却を行いましたが、当初期待していた株式売却益が実現できませんでした。一

方、店舗不動産事業におきましては、不動産市況が軟弱となる中で、賃料収入を確保するべく入居率

を高めることにより、安定的な収益を確保できました。 

 この結果、プライベート・エクイティ事業の売上高は、236百万円、営業利益は、5百万円となりま

した。また、店舗不動産事業の売上高は、106百万円、営業利益は、64百万円となりました。 

店舗コンサルティング事業におきましては、一部店舗の売却による収入を確保することができまし

た。また、寿司チェーン店につきましては、事業改革が進み順調に売上が伸びております。 

 この結果、店舗コンサルティング事業の売上高は、1,740百万円、営業利益は、53百万円となりま

した。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ946百万円増加し30,293百万円と

なりました。主に現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ771百万円増加し20,829百万円となりました。主に借入金の増加に

よるものであります。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ175百万円増加し9,463百万円となりまし

た。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ2,423.19円増加し127,265.78円となり、自己資本比率

は前連結会計年度末の31.2％から0.4ポイント減少し30.8％となりました。 

  

1. 連結経営成績に関する定性的情報

① 店舗運営事業

② 店舗総合サービス事業

③ プライベート・エクイティ事業と店舗不動産事業

④ 店舗コンサルティング事業

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況
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当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ723百

万円増加し、4,003百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間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。 

  

当第１四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が93百万円、減価償却費359百万円と

なったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、109百万円の収入となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における有形固定資産の取得による支出276百万円及び業務委託型店舗資

産の取得による支出211百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、411百万

円の支出となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における長期借入れによる収入1,560百万円及び社債の発行による収入250

百万円となる一方で、長期借入金の返済による支出746百万円となったこと等により、財務活動による

キャッシュ・フローは1,024百万円の収入となりました。 

  

平成21年４月24日発表いたしました業績予想に変更はございません。 

※上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスク

や不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異

なる可能性があることをご承知ください。 

  

  

（２）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）

（投資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）

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

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．特有の会計処理 

①税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準について、原価法から

原価法(貸借対照表価額については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、当第１四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純

利益が12百万円減少しております。 

②「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））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、当連結会計年度の第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。 

 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。 

 これによ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(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
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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 4,103,177 3,379,890 

受取手形及び売掛金 1,403,417 1,173,173 

営業投資有価証券 415,651 402,061 

たな卸資産 － 43,678 

原材料及び貯蔵品 22,823 － 

預け金 973,273 1,040,268 

その他 1,731,619 1,622,312 

貸倒引当金 △129,459 △123,273 

流動資産合計 8,520,504 7,538,110 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,328,424 2,511,789 

減価償却累計額 △144,175 △181,119 

建物及び構築物（純額） 2,184,248 2,330,670 

店舗固定資産 7,884,269 7,704,500 

減価償却累計額 △2,638,641 △2,394,839 

店舗固定資産（純額） 5,245,628 5,309,661 

土地 6,327,366 6,327,366 

その他 236,952 249,180 

減価償却累計額 △104,268 △119,577 

その他（純額） 132,684 129,603 

有形固定資産合計 13,889,928 14,097,301 

無形固定資産   

のれん 455,922 519,578 

その他 55,397 42,336 

無形固定資産合計 511,319 561,915 

投資その他の資産   

業務委託型投資資産 5,178,625 5,077,422 

繰延税金資産 420,440 420,440 

その他 2,672,396 2,529,911 

貸倒引当金 △900,034 △878,332 

投資その他の資産合計 7,371,428 7,149,441 

固定資産合計 21,772,675 21,808,658 

資産合計 30,293,179 29,346,768 
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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   

支払手形及び買掛金 200,635 191,483 

短期借入金 5,139,840 4,688,580 

1年内償還予定の社債 155,000 120,000 

未払金 1,544,036 1,710,981 

未払法人税等 13,062 75,624 

賞与引当金 41,542 29,133 

債務保証損失引当金 200 290 

その他 1,185,578 1,261,780 

流動負債合計 8,279,895 8,077,873 

固定負債   

社債 305,000 120,000 

長期借入金 10,885,500 10,523,750 

長期預り金 1,298,048 1,263,331 

その他 61,072 73,546 

固定負債合計 12,549,621 11,980,628 

負債合計 20,829,516 20,058,501 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,903,710 4,903,710 

資本剰余金 4,764,930 4,764,930 

利益剰余金 △149,481 △232,916 

自己株式 △285,234 △285,234 

株主資本合計 9,233,924 9,150,489 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93,766 △402 

評価・換算差額等合計 93,766 △402 

新株予約権 32,912 32,912 

少数株主持分 103,060 105,266 

純資産合計 9,463,663 9,288,267 

負債純資産合計 30,293,179 29,346,768 
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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 9,354,543

売上原価 8,636,130

売上総利益 718,413

販売費及び一般管理費 558,308

営業利益 160,105

営業外収益  

受取利息 6,972

業務委託契約解約益 14,568

その他 5,125

営業外収益合計 26,666

営業外費用  

支払利息 67,625

支払手数料 5,920

業務委託契約解約損 4,252

その他 10,574

営業外費用合計 88,373

経常利益 98,398

特別利益  

投資有価証券売却益 7,935

その他 2,083

特別利益合計 10,018

特別損失  

商品評価損 12,312

その他 2,944

特別損失合計 15,256

税金等調整前四半期純利益 93,160

法人税等 9,726

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 83,435
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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 93,160

減価償却費 359,264

のれん償却額 30,353

業務委託型店舗（長期前払費用）償却費 33,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,887

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,408

受取利息及び受取配当金 △6,972

支払利息 67,625

業務委託解約損益（△は益） △10,315

商品評価損 12,312

売上債権の増減額（△は増加） △230,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,543

仕入債務の増減額（△は減少） 9,151

その他 △169,843

小計 236,734

利息及び配当金の受取額 6,905

利息の支払額 △68,885

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △65,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,708

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 △276,998

有形固定資産の売却による収入 27,736

無形固定資産の取得による支出 △17,000

投資有価証券の売却による収入 20,610

業務委託型店舗資産の取得による支出 △211,239

業務委託型店舗資産の回収による収入 70,468

その他 △24,673

投資活動によるキャッシュ・フロー △411,095

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 1,560,000

長期借入金の返済による支出 △746,990

融資手数料の支払による支出 △5,920

社債の発行による収入 250,000

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △210

子会社解散に伴う少数株主持分の財産分配金によ
る支出

△2,205

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,024,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 723,287

現金及び現金同等物の期首残高 3,279,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,003,177
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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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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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) 

 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業…………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等)  

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                 （開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等） 

  (3) 店舗不動産事業………飲食向け不動産に係る事業 

               （店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の賃貸管理等） 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                   （業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等） 

  (5) プライベート・エクイティ事業……プライベート・エクイティ投資 

                     （プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、  

                      飲食ビジネスのインキュベーション等） 

  

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

店舗運営事業 
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗不動産事業
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,237,988 33,518 106,427 1,740,572

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,065,611 ─ 44,250 1,145

計 8,303,599 33,518 150,678 1,741,717

営業利益又は営業損失(△) 23,976 △39,250 64,333 53,426

プライベート・エク
イティ事業(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

236,037 9,354,543 ─ 9,354,543

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,111,007 (1,111,007) ─

計 236,037 10,465,551 (1,111,007) 9,354,543

営業利益又は営業損失(△) 5,057 107,543 52,561 160,105
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該当事項はありません。 

  

（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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前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

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 8,722,794

Ⅱ 売上原価 8,105,732

   売上総利益 617,062

Ⅲ 販売費及び一般管理費 676,462

   営業損失 59,400

Ⅳ 営業外収益 33,456

   受取利息 2,019

   割賦販売受取利息 4,357

    業務委託契約解約益 23,621

   その他 3,458

Ⅴ 営業外費用 85,723

   支払利息 71,717

   その他 14,005

   経常損失 111,667

Ⅵ 特別利益 17,824

   固定資産売却益 1,715

   賞与引当金戻入益 2,365

   貸倒引当金戻入益 8,362

   保証損失引当金戻入益 200

   投資有価証券売却益 2,000

   新株予約権戻入益 2,682

   損害賠償金 500

Ⅶ 特別損失 65,627

   固定資産除却損 57

   店舗撤退損失 5,570

   事業改革損失 60,000

   税金等調整前四半期純損失 159,470

   税金費用 58,977

   少数株主損失 6

   四半期純損失 218,441
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