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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第1四半期 2,544 △6.2 △95 ― △106 ― △15 ―

21年3月期第1四半期 2,713 ― 15 ― 12 ― △2 ―

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3月期第1四半期 △0.36 ―

21年3月期第1四半期 △0.06 ―

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3月期第1四半期 11,210 6,747 60.2 160.87
21年3月期 10,992 6,732 61.2 160.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,747百万円 21年3月期  6,732百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間 5,300 △1.6 △120 ― △150 ― △60 ― △1.43

通期 11,000 △2.1 165 200.0 100 320.0 130 ― 3.10
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、 3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、 3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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 42,000,000株 21年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  55,160株 21年3月期  54,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 41,945,365株 21年3月期第1四半期 41,946,340株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、当社が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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。上記予想の前提条件その他関連する事項については、 3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安が実体経済へ大きな影響を及ぼした結
果、企業収益は著しく悪化し、雇用不安や所得減少から個人消費が低迷するなど、引続き厳しい状況とな
りました。 
 外食産業においては、全体の売上高はほぼ前年同期並みに推移しました。業態別には、ファーストフー
ド、ファミリーレストランが比較的堅調に推移した一方、パプ・居酒屋、ディナーレストラン、喫茶業態
の売上高が減少しました。 
 当第1四半期会計期間における当社飲食事業の売上高は2,369百万円と前年同期比146百万円減少(△
5.8%)しました。また、営業利益は15百万円と前年同期比118百万円減少(△88.7%)しました。これは当社
飲食事業の主力がディナーレストラン、居酒屋業態であるため、景気後退の影響を強く受けたこと、ま
た、2008年9月以降新規出店した店舗が、こうした経営環境のもとで、従来以上に厳しい立ち上がりに直
面したことによるものです。 
 その他事業の売上高は170百万円と前年同期比22百万円減少(△11.5%)しました。また、営業利益は62百
万円と前年同期比21百万円減少（△25.6%）しました。これはビジネスホテルにおいて、円高による海外
旅行客の減少、新型インフルエンザ発生による海外旅行客の宿泊キャンセルにより、宿泊客数が△15.7%
減少したこと等によるものです。 
 これらの結果、当第1四半期会計期間における当社の売上高は2,544百万円と前年同期比168百万円減少
(△6.2％)しました。損益については、一般管理費の削減に努めたものの、売上高減少による売上総利益
減の影響が大きく、営業損失△95百万円(前年同期比111百万円減少)、経常損失△106百万円(前年同期比
119百万円減少)となりました。また、ビリヤード場「サムタイム」を事業譲渡し、その事業譲渡益101百
万円を特別利益として計上した結果、15百万円(前年同期比12百万円減少)の四半期純損失となりました。

  

当第1四半期末の総資産は11,210百万円となり、前事業年度末と比較して217百万円増加しました。主な
要因は、現金および預金の増加、および投資有価証券の価格が上昇したことによるものです。 
 当第1四半期末の負債合計は4,462百万円となり、前事業年度末と比較して202百万円増加しました。主
な要因は、長期借入金の増加によるものです。 
 当第1四半期末の純資産は、前事業年度末とほぼ同額の6,747百万円となりました。 
  

当第1四半期末の現金および現金同等物は以下に記載したキャッシュ・フローにより994百万円となり、
前事業年度末に比べ320百万円増加しました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が112百万円、売上債権の回収で55百万円の収入が
あったものの、賞与引当金が50百万円減少し、事業譲渡益101百万円を繰戻し、さらに仕入、未払債務が
52百万円減少した等の事由により、20百万円の支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の差入等で31百万円の支出がありました。一方、ビ
リヤード場の事業譲渡により101百万円、差入保証金の返還で30百万円収入があり114百万円の収入となり
ました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期、短期の新規借入が合計570百万円あり、一方、長期、短
期の借入金ほか有利子負債の返済が344百万円となった結果、225百万円の収入となりました。 

  

当第1四半期の業績はほぼ想定内であり、平成21年5月13日発表の第2四半期累計期間及び平成22年3月期
通期の業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

（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事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定していま
す。 
（税金費用の計算） 
 税金費用については、当第1四半期事業年度を含む事業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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算していま
す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 
  

 該当事項はありません。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 994,272 673,928

売掛金 292,066 347,224

その他 166,805 179,178

流動資産合計 1,453,144 1,200,331

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,373,525 2,450,827

土地 4,980,465 4,980,465

その他（純額） 440,789 466,523

有形固定資産合計 7,794,780 7,897,815

無形固定資産 132,394 101,332

投資その他の資産   

投資有価証券 229,130 178,336

差入保証金 1,493,882 1,508,300

その他 107,012 106,694

投資その他の資産合計 1,830,026 1,793,329

固定資産合計 9,757,200 9,792,477

資産合計 11,210,344 10,992,807

負債の部   

流動負債   

買掛金 404,588 442,509

短期借入金 170,000 100,500

1年内返済予定の長期借入金 877,784 812,784

未払費用 442,457 441,270

その他 246,849 257,753

流動負債合計 2,141,679 2,054,815

固定負債   

長期借入金 1,914,973 1,810,669

長期未払金 165,985 177,214

その他 239,877 217,332

固定負債合計 2,320,835 2,205,216

負債合計 4,462,514 4,260,031

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,280,000 4,280,000

資本剰余金 2,069,534 2,069,534

利益剰余金 318,134 333,169

自己株式 △7,530 △7,497

株主資本合計 6,660,138 6,675,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,691 57,570

評価・換算差額等合計 87,691 57,570

純資産合計 6,747,829 6,732,776

負債純資産合計 11,210,344 10,992,807
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,713,791 2,544,899

売上原価 680,691 635,225

売上総利益 2,033,100 1,909,673

販売費及び一般管理費 2,017,172 2,004,975

営業利益又は営業損失（△） 15,928 △95,302

営業外収益   

受取配当金 5,164 29

その他 3,765 7,193

営業外収益合計 8,929 7,223

営業外費用   

支払利息 11,869 17,741

その他 189 383

営業外費用合計 12,058 18,124

経常利益又は経常損失（△） 12,799 △106,203

特別利益   

事業譲渡益 － 101,482

投資有価証券売却益 444 －

特別利益合計 444 101,482

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 4,569

固定資産除却損 2,025 159

その他 482 －

特別損失合計 2,507 4,729

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 10,737 △9,450

法人税等 13,446 5,584

四半期純損失（△） △2,709 △15,034
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 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

10,737 △9,450

減価償却費 100,431 112,535

長期前払費用償却額 361 591

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,920 2,012

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,625 130

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,731 △50,400

受取利息及び受取配当金 △5,186 △4,351

支払利息 11,869 17,741

為替差損益（△は益） 363 －

投資有価証券売却損益（△は益） △444 －

有形固定資産除却損 2,025 49

事業譲渡損益（△は益） － △101,482

売上債権の増減額（△は増加） 28,058 55,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,108 8,860

その他の資産の増減額（△は増加） 18,245 3,479

仕入債務の増減額（△は減少） △33,480 △37,920

未払債務の増減額（△は減少） 18,194 △15,036

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,875 12,092

その他の負債の増減額（△は減少） 22,202 13,066

小計 106,205 7,078

利息及び配当金の受取額 5,186 4,351

利息の支払額 △12,985 △18,709

法人税等の支払額 △208,160 △12,858

営業活動によるキャッシュ・フロー △109,754 △20,138

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 1,227 －

有形固定資産の取得による支出 △246,904 △6,334

有形固定資産の売却による収入 － 12,706

無形固定資産の取得による支出 △5,136 △8,010

無形固定資産の売却による収入 － 96

長期貸付金の回収による収入 － 90

差入保証金の差入による支出 △50,822 △16,486

差入保証金の回収による収入 66,845 30,903

預り保証金の返還による支出 － △600

預り保証金の受入による収入 － 1,000

事業譲渡による収入 － 101,482

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,790 114,847
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △2,166

短期借入れによる収入 486,000 170,000

短期借入金の返済による支出 △148,800 △100,500

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △189,356 △230,696

長期未払金の返済による支出 － △10,900

自己株式の取得による支出 － △33

配当金の支払額 △125,846 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,998 225,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 △363 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,909 320,344

現金及び現金同等物の期首残高 675,906 673,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 552,996 994,272
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当第1四半期会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第1四半期会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 

該当事項はありません。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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