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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 2,823 △9.0 40 ― 12 ― △5 ―

21年3月期第1四半期 3,103 ― △2 ― △35 ― △53 ―

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 △35.77 ―

21年3月期第1四半期 △423.10 ―

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 5,452 449 8.2 2,707.74
21年3月期 5,901 455 7.7 2,742.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  446百万円 21年3月期  452百万円

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 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

6,400 0.4 100 657.5 50 ― 30 ― 181.84

通期 12,800 2.2 260 139.8 150 ― 80 ― 484.91
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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 

 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。 
 上記の業績予想は、当社が本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により実際の数値と異な
る場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 165,000株 21年3月期  165,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24株 21年3月期  24株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 164,976株 21年3月期第1四半期 126,810株
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【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 

当第１四半期におけるわが国の経済は、昨年来の世界的な景気後退による企業収益、投資や消費者動向に改善

の兆しが見えないものとなっております。  

 外食産業においても、原料の相場価格の高騰は一部沈静化してきたとはいうものの、在庫調整等により末端価

格への影響が顕在化するには至らず、一方で、個人消費意欲の減退による外食機会の減少、食品偽装等による消

費者の食への不安の高まりなど、依然として厳しい経営環境が続いております。  

 このような状況の下、当社グループは既存業態の業績向上並びに新規業態の開発・改善、店舗運営の効率化に

取り組んでまいりましたが、既存事業の業績において、既存店売上高前年同四半期比が、「牛角」100.8％、「と

りでん」95.6％、「おだいどこ」87.9％、「串特急」93.4％などとなり、依然として厳しい状況が続きました。  

 株式会社プライム・リンクにおいては「牛角」で、「カルビ 100 万皿突破キャンペーン」の実施や、ターゲッ

ト客層としてファミリー層に狙いを定めた家族向け大皿メニューの導入等を行いました。「とりでん」では、

「子育てキャンペーン」と題し実施しました子育て支援割引や、ファミリー層向けお子様メニューをロードサイ

ド店舗へ導入するなど、立地特性と購買動向を考慮した取り組みを行い、雑誌やテレビ番組にもとりあげて頂き

ました。「おだいどこ」では、全国の名物料理の取り込みを中心に、「霜降り馬刺し」や「枕崎生〆かつお」な

どの季節メニューや九州料理の販売を行い、日本文化の良さを取り入れた浴衣
ゆ か た

での接客などを行ってまいりまし

た。今後も一層の各ブランド事業のブラッシュアップを図ってまいります。  

 株式会社とり鉄の｢とり鉄｣においては、既存店売上高前年同四半期比が 96.5％となりました。また、約１年半

にわたり準備を進めてまいりました、高級薬膳食材として付加価値の高い「烏骨鶏（うこっけい）」については

４月より一部商品の導入を行ってまいりました。秋のグランドメニュー改定では、コストパフォーマンスを発揮

すべく、商品開発を着々と進めながら、収益の改善を図ってまいります。  

 株式会社フーディアム・インターナショナルにおいては、「串特急」が、宴会獲得へ向け、法人営業特化や送

迎マイクロバスによる他店舗との差別化に重点を置きつつ、一部店舗で「食べ放題」や「曜日限定３時間飲み放

題」など、地域特性を加味した営業施策を実施しております。今後も継続的に、法人、個人客獲得へと様々な施

策にて集客を図ってまいります。  

 一方、北関東地区で直営店を中心に展開する株式会社ゲンジフーズにおいては、景気低迷による外食機会の減

少や、主要食材である魚介類の価格高騰の影響を大きく受けたことにより、売上高が計画を下回っております

が、当第１四半期中に「貴族の森」において｢サラダバー｣のテスト販売を実施し、業績改善が見込まれた事か

ら、導入店舗の拡大を図り、集中的なオペレーション指導の定着を進め、引き続きサービスの質と効率の向上に

向けて改善を行ってまいります。  

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 2,823 百万円（前年同四半期比 9.0％減）、営業利益は 40

百万円（前年同四半期は営業損失２百万円）、経常利益は 12 百万円（前年同四半期は経常損失 35 百万円）、四

半期純損失は 5 百万円（前年同四半期は四半期純損失 53 百万円）となりました。なお、当第１四半期連結累計期

間において、店舗等の固定資産の減損損失 10 百万円を特別損失として計上しております。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 店舗運営事業 
株式会社プライム・リンクにおいては、「牛角」４店舗と「おだいどこ」２店舗の合計６店舗を加盟企

業より譲り受け直営店舗とする傍ら、牛角武庫之荘店１店舗を閉店いたしております。  

 株式会社フーディアム・インターナショナルは、「串特急」１店舗を加盟企業へ譲渡しております。  

 この結果、当第１四半期末における当社グループの直営店舗数合計は 96 店舗となり、店舗運営事業の売

上高は 1,690 百万円（前年同四半期比 0.2％増）となりました。 

② フランチャイズ事業 

株式会社プライム・リンクは、上記「牛角」４店舗と「おだいどこ」２店舗の直営店舗化を含む、各ブ

ランド合計で 13 店舗を閉店いたしました。  

 株式会社フーディアム・インターナショナルでは、「串特急」１店舗を加盟店化した結果、当第１四半

期末における当社グループのフランチャイズ店舗数は 352 店舗、フランチャイズ加盟契約件数は 634 件と

なりました。  

 また、株式会社プライム・リンクが行っている同社の一部のブランド及び株式会社フーディアム・イン

ターナショナルのフランチャイズ店舗向け食材の売上高を加えた結果、フランチャイズ事業の売上高は 951

百万円（前年同四半期比 21.9％減）となりました。 

③ その他事業 

ソリューション事業におきましては、主として販売促進支援に取り組んでおり、フランチャイズ店舗並

びに他の飲食企業へ対してＷＥＢＤＭシステムを用いた販促提案を中心に活動いたしました。フランチャ

イズ店舗の本システム導入店舗数は「牛角」「とりでん」「おだいどこ」業態合計で、全体の約 65.7％と

なっております。この結果その他の事業においては売上高 181 百万円（前年同四半期比 7.9％減）となりま
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した。 

 

２．連結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 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 5,452 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 448 百万円減少い

たしました。これは主に、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少、売掛金回収の早期化等によるものであり

ます。  

 負債合計は 5,003 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 442 百万円減少いたしました。これは主に、借入

金の返済によるものであります。  

 純資産については、四半期純損失の計上により、前連結会計年度末と比べ 5 百万円減少し、449 百万円となっ

ております。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期

間末に比べて 654 百万円減少し 130 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因

は、次のとおりとなりました。 

（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、216 百万円（前年同四半期 350 百万円）となりました。これは、主に売上

債権の増加額 62 百万円に加え減価償却費 92 百万円及びのれん償却費 30 百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は、24 百万円（前年同四半期 193 百万円）となりました。これは、主に敷金

の回収による収入 13 百万円及び有形固定資産の取得による支出 33 百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、251 百万円（前年同四半期 369 百万円）となりました。これは、主に長短

借入金の返済及び社債の償還によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期とも平成 21 年５月 13 日に公

表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成特有の会計処理の適用 

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み

とめられるため、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、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。 

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。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。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 173,023 230,759

売掛金 678,758 750,527

商品 48,769 47,951

貯蔵品 12,255 10,368

繰延税金資産 89,587 89,587

その他 259,471 494,387

貸倒引当金 △30,418 △42,553

流動資産合計 1,231,447 1,581,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,282,827 1,312,964

その他（純額） 426,179 426,595

有形固定資産合計 1,709,006 1,739,559

無形固定資産   

のれん 911,699 941,730

その他 132,836 140,433

無形固定資産合計 1,044,535 1,082,164

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,233,221 1,248,761

その他 276,977 286,301

貸倒引当金 △42,256 △36,178

投資その他の資産合計 1,467,942 1,498,884

固定資産合計 4,221,484 4,320,609

資産合計 5,452,932 5,901,637

負債の部   

流動負債   

買掛金 500,706 506,890

短期借入金 325,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 511,424 579,784

未払法人税等 15,395 37,198

賞与引当金 12,960 6,561

その他 1,030,811 1,177,618

流動負債合計 2,396,296 2,658,052

固定負債   

社債 417,000 485,000

長期借入金 1,348,668 1,410,374

受入保証金 588,186 610,678

退職給付引当金 15,015 15,179
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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６月30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３月31日) 

その他 238,389 267,159

固定負債合計 2,607,258 2,788,391

負債合計 5,003,555 5,446,444

純資産の部   

株主資本   

資本金 576,688 576,688

資本剰余金 534,986 534,986

利益剰余金 △663,507 △657,606

自己株式 △1,428 △1,428

株主資本合計 446,739 452,640

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27 △126

評価・換算差額等合計 △27 △126

少数株主持分 2,664 2,678

純資産合計 449,376 455,192

負債純資産合計 5,452,932 5,901,637
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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)

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

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

売上高 3,103,778 2,823,999

売上原価 1,497,811 1,275,041

売上総利益 1,605,966 1,548,958

販売費及び一般管理費 1,608,283 1,508,075

営業利益又は営業損失（△） △2,317 40,883

営業外収益   

受取利息 1,024 723

受取配当金 0 0

その他 6,318 2,016

営業外収益合計 7,343 2,740

営業外費用   

支払利息 33,876 22,841

その他 6,329 7,904

営業外費用合計 40,205 30,746

経常利益又は経常損失（△） △35,179 12,876

特別利益   

前期損益修正益 － 6,280

貸倒引当金戻入額 － 2,516

受取補償金 － 3,000

特別利益合計 － 11,796

特別損失   

固定資産除却損 － 5,498

減損損失 － 10,372

貸倒引当金繰入額 － 5,640

訴訟関連損失 5,497 －

特別損失合計 5,497 21,512

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△40,677 3,161

法人税、住民税及び事業税 17,113 9,076

法人税等調整額 △4,037 －

法人税等合計 13,075 9,076

少数株主損失（△） △99 △13

四半期純損失（△） △53,653 △5,901
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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)

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△40,677 3,161

減価償却費及びその他の償却費 84,310 92,308

減損損失 － 10,372

のれん償却額 52,553 30,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,890 △6,056

受取利息及び受取配当金 △1,025 △724

支払利息 33,876 22,841

売上債権の増減額（△は増加） 123,778 62,908

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,830 △2,704

仕入債務の増減額（△は減少） △24,622 △6,184

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,173 1,544

その他 131,806 54,776

小計 314,546 262,275

利息及び配当金の受取額 1,025 724

利息の支払額 △20,597 △15,755

法人税等の支払額 △39,766 △30,737

受取手数料の受取額 95,238 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 350,445 216,507

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 △103,300 △31,609

定期預金の払戻による収入 100,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △130,102 △33,771

有形固定資産の売却による収入 17,026 －

無形固定資産の取得による支出 △13,585 △1,000

関係会社株式の取得による支出 △20,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △31,330 △7,050

敷金及び保証金の回収による収入 2,123 13,168

長期前払費用の取得による支出 △5,513 △270

その他 △8,692 5,803

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,374 △24,728

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） △153,200 △25,000

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △178,031 △130,066

社債の償還による支出 △68,000 △68,000

割賦債務の返済による支出 △20,097 △23,980

リース債務の返済による支出 － △4,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △369,328 △251,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △212,257 △59,344
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(単位：千円)

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

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

現金及び現金同等物の期首残高 996,954 189,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 784,697 130,014
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 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。 
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