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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 2,027 △7.3 27 ― 2 ― △9 ―

21年3月期第1四半期 2,187 ― △17 ― △37 ― △36 ―

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 △1,020.76 ―

21年3月期第1四半期 △4,105.02 ―

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 7,085 439 6.2 49,299.45
21年3月期 7,140 436 6.1 48,939.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  439百万円 21年3月期  436百万円

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 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

4,277 △3.0 59 951.4 14 ― 7 △85.3 891.87

通期 8,667 △3.1 109 43.5 17 34.4 5 △74.8 578.62
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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  
詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 8,916株 21年3月期  8,916株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―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 8,916株 21年3月期第1四半期 8,916株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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下さい。 
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  当第１四半期会計期間のわが国経済は、厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きが見られるという景気

底打ちの光明が差したようなムードが出てきております。しかしながら、低価格路線で消費者をひきつけ好調を維

持してきたファーストフードも息切れが懸念されて参りました。また、前年比減少の続くファミリーレストラン等

は低価格路線の店舗が好調ではありますが、低価格路線の戦略効果も限定的となり新たな需要を維持するためや客

数維持のため常に斬新なキャンペーンを実施しなくてはならず、外食を控える消費者の節約行動は外食産業の不振

を浮き彫りにさせております。 

  当社の事業地盤としております北海道・東北地方におきましても、雇用の悪化に伴う個人消費の低迷が続く厳し

い環境の中で、店舗間競争の激化が高まっております。 

  このような状況のもと、当社においては経営基盤の充実強化に努め、業績の向上と社業の発展に総力を傾注し、

営業店舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるため、Ｑ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ（クリン

リネス）・Ｔ（トレーニング）・Ｍ（マネジメント）を心掛け原則に帰り基本に忠実に行動することを実践して参

りました。     

  店舗展開におきましては、不採算店舗３店舗の閉鎖を行ない、業態変更のため１店舗を閉店いたしました。これ

により、当第１四半期会計期間における当社の稼動店舗は21業態112店舗となりました。 

  以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,027百万円（前年同期比7.3％減）となりましたが、上記不採算

店等４店舗の閉鎖及び経費削減効果により、営業利益27百万円（前年同期、営業損失17百万円）、経常利益２百万

円（前年同期、経常損失37百万円）となりました。また、特別損失に店舗閉鎖損失８百万円計上した結果、四半期

純損失は9百万円（前年同期、四半期純損失36百万円）となりました。 

  

  当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末の7,140百万円に比べ55百万円減少し、7,085百万円とな

り、純資産は前事業年度末と比較して3百万円増加し、439百万円となりました。この主な増加の要因は、四半期純

損失ではあったもののその他有価証券評価差額金が12百万円増加したためであります。  

     

 キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6百万円増加し、112百万円となっております。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は、63百万円となりました。これは前年同期と比べ41百万円増加しております。主

に、税引前四半期純損失６百万円（前年同期△31百万円）、売上債権４百万円（前年同期△12百万円）等によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果支出した資金は、67百万円となりました。これは前年同期と比べ28百万円支出減となりました。主

として、定期預金の払い戻しによる収入75百万円（前年同期10百万円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、10百万円となりました。これは前年同期と比べ78百万円減少しております。主

として、長期借入金の借入による収入200百万円（前年同期500百万円）と短期借入金の増加額250百万円等によるも

のであります。 

  平成22年３月期業績予想につきましては、現時点では、平成21年５月15日に公表致しました業績予想から変更は

ありません。  

  

  

          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

３．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



①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部商品において実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高等の算定方法 

 当第１四半期末の貸倒実績率等が前期末に算定したものと著しい変化がないと認められる為に、前期末におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却する固定資産の

減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 

④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金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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

（２）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

（３）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



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 990,592 1,001,354

売掛金 248,405 252,725

商品及び製品 668,410 666,666

原材料及び貯蔵品 44,501 39,454

その他 216,707 209,433

貸倒引当金 △430 △500

流動資産合計 2,168,186 2,169,135

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,022,654 2,072,129

工具、器具及び備品（純額） 547,651 548,518

土地 573,649 573,649

その他（純額） 45,280 41,405

有形固定資産合計 3,189,235 3,235,702

無形固定資産 180,080 182,865

投資その他の資産   

投資有価証券 252,441 231,131

長期前払費用 189,603 192,235

敷金及び保証金 1,007,206 1,028,904

その他 121,840 124,015

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,546,091 1,551,287

固定資産合計 4,915,407 4,969,855

繰延資産 1,521 1,691

資産合計 7,085,115 7,140,682



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 257,831 288,314

短期借入金 250,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,070,876 2,111,196

1年内償還予定の社債 100,000 130,000

未払法人税等 5,827 17,033

その他 358,809 392,465

流動負債合計 3,043,345 2,939,010

固定負債   

社債 170,000 170,000

長期借入金 3,253,618 3,422,678

退職給付引当金 26,786 28,504

その他 151,812 144,139

固定負債合計 3,602,216 3,765,322

負債合計 6,645,562 6,704,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金 47,702 424,003

利益剰余金 △9,101 △376,300

株主資本合計 426,754 435,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,799 493

評価・換算差額等合計 12,799 493

純資産合計 439,553 436,348

負債純資産合計 7,085,115 7,140,682



（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 2,187,026 2,027,623

売上原価 889,453 824,895

売上総利益 1,297,572 1,202,727

販売費及び一般管理費 1,315,028 1,175,411

営業利益又は営業損失（△） △17,455 27,315

営業外収益   

受取利息 1,218 1,225

受取配当金 2,570 2,200

不動産賃貸料 21,786 19,739

受取保険金 10,277 －

その他 1,711 1,512

営業外収益合計 37,563 24,678

営業外費用   

支払利息 32,779 31,970

不動産賃貸原価 14,414 11,796

その他 10,115 5,614

営業外費用合計 57,309 49,380

経常利益又は経常損失（△） △37,200 2,613

特別利益   

前期損益修正益 4,700 －

貸倒引当金戻入額 － 70

役員退職慰労引当金戻入額 1,253 －

特別利益合計 5,953 70

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 8,865

固定資産除却損 256 －

その他 18 －

特別損失合計 275 8,865

税引前四半期純損失（△） △31,523 △6,182

法人税、住民税及び事業税 5,076 2,918

法人税等合計 5,076 2,918

四半期純損失（△） △36,600 △9,101



（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   

税引前四半期純損失（△） △31,523 △6,182

減価償却費 126,674 129,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,076 △1,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 261 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,152 △70

受取利息及び受取配当金 △3,788 △3,426

支払利息 32,779 31,970

社債発行費償却 169 169

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,887 －

売上債権の増減額（△は増加） △12,631 4,320

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,824 △6,789

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,034 △13,204

仕入債務の増減額（△は減少） △42,328 △30,483

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,076 5,488

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,094 △7,423

預り保証金の増減額（△は減少） △16,973 △2,313

小計 43,071 100,154

利息及び配当金の受取額 13,536 3,426

利息の支払額 △26,132 △29,203

法人税等の支払額 △7,929 △10,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,545 63,638

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 △29,299 △58,307

定期預金の払戻による収入 10,536 75,455

投資有価証券の取得による支出 △647 △647

有形固定資産の取得による支出 △85,218 △111,041

有形固定資産の売却による収入 1,019 58

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,011 632

長期貸付金の回収による収入 724 2,165

敷金及び保証金の回収による収入 － 15,198

その他 8,232 8,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,663 △67,872

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 250,000

長期借入れによる収入 500,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △371,262 △409,380

社債の償還による支出 △40,000 △30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,738 10,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,619 6,386

現金及び現金同等物の期首残高 355,995 106,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 370,615 112,853



 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


	㈱フジタコーポレーション　（3370）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）: ㈱フジタコーポレーション　（3370）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


