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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） 

（注）平成22年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 4,726 ― △100 ― △68 ― △119 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △3.22 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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 12,858 4,683 33.8 116.85
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,349百万円 21年3月期  ―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 ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

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  
本資料に記載されている業績予想につきましては、連結子会社である株式会社グローバルアクトと平成21年８月１日付で合併いたしました為、合併後の非
連結ベースの予想数値を記載しております。なお、１株当たりの当期純利益は合併による増加株式数を加味して算出しております。 

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

8,224 21.2 461 50.2 497 23.3 402 108.5 10.03

通期 19,577 45.8 1,201 101.5 1,238 57.5 1,047 ― 24.30



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）  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) 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、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) 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） 

(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 

上記に記載した予想数値は、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、実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場
合があります。 

新規 1社 （社名 株式会社グローバルアクト ） 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 37,248,000株 21年3月期  37,248,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  27,392株 21年3月期  27,392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 37,220,608株 21年3月期第1四半期 37,221,600株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機の深刻化の影響が実体経済に大きな影響を与え、企業

収益の減少、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷等依然として好転の兆しが見えない環境が続いております。 

このような状況下、経営効率化の必要性から８月１日を期して株式会社グローバルアクトを吸収合併することを決

定、その前段といたしまして、４月１日より同社を子会社化することといたしました。 

外食事業につきましては、寿司、居酒屋等両業態において、前連結会計年度に続きグランドメニューの見直しや、

期間を限定した「フェア」を定期的に開催し、お客様満足度の向上に努めてまいりました。 

また、居酒屋業態を２店舗出店する一方、不採算店舗である寿司業態１店舗、居酒屋業態等３店舗を閉店、さら

に、11店舗で業態を変更いたしました結果、当第１四半期連結会計期間末の外食事業店舗数における直営店舗数は、

寿司業態88店舗、居酒屋業態等154店舗、計242店舗、FC店舗数は128店舗となりました。 

教育事業につきましては、英会話教室「NOVA」、個別指導学習塾「ITTO個別指導学院」、両者併設「ITTO×NOVA」

各１校舎、計３校舎をFC加盟店より譲り受けた結果、当第１四半期連結会計期間末の教育事業直営校舎は31校舎とな

りました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高4,726百万円、営業損失100百万円、経常損失68百

万円、四半期純損失119百万円となりました。 

 なお、当第１四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前第１四半期連結会計期間との比較しておりませ

ん。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産が1,019百万円、固定資産が11,838百万円となり、12,858百万

円となりました。負債は、流動負債が4,726百万円、固定負債が3,447百万円となり、8,174百万円となりました。当

第１四半期より連結財務諸表を作成しておりますので前連結会計年度末との比較はしておりません。 

  

 引続き景気の先行きに好転の兆しが見えないことから、厳しい経営環境が続くと考えておりますが、売上向上寄与

に実績のある既存店舗のリニューアル、業態変更を軸とした設備投資を計画的に進めてまいります。 

 以上により、平成22年３月期業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

 なお、本資料に記載されている業績予想につきましては、連結子会社である株式会社グローバルアクトと平成21年

８月１日付で合併いたしました為、合併後の非連結ベースの予想数値を記載しております。 

  

 従来関連会社でありました株式会社グローバルアクトとの合併を前提として株式を追加取得したことにより同社は

連結子会社となりました。 

  

（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を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  

２．経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 
３．固定資産の減価償却費の算定方法 
 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

 
  

    該当事項はありません。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

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

（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



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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 164,512

受取手形及び売掛金 144,281

商品 36,451

原材料及び貯蔵品 118,235

その他 561,346

貸倒引当金 △5,386

流動資産合計 1,019,440

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 3,309,986

土地 1,889,576

その他（純額） 556,942

有形固定資産合計 5,756,505

無形固定資産  

のれん 1,419,686

その他 53,086

無形固定資産合計 1,472,772

投資その他の資産  

敷金及び保証金 4,213,891

投資不動産（純額） 207,849

その他 201,663

貸倒引当金 △13,914

投資その他の資産合計 4,609,490

固定資産合計 11,838,767

資産合計 12,858,208

負債の部  

流動負債  

買掛金 706,779

短期借入金 2,249,146

1年内返済予定の関係会社長期借入金 249,360

未払法人税等 113,800

引当金 149,559

その他 1,257,913

流動負債合計 4,726,559

固定負債  

社債 120,000

長期借入金 1,802,076

関係会社長期借入金 744,614



（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) 

引当金 124,567

負ののれん 84,681

その他 572,032

固定負債合計 3,447,972

負債合計 8,174,532

純資産の部  

株主資本  

資本金 897,128

資本剰余金 960,426

利益剰余金 2,493,909

自己株式 △2,288

株主資本合計 4,349,176

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 210

評価・換算差額等合計 210

少数株主持分 334,289

純資産合計 4,683,676

負債純資産合計 12,858,208



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,726,871

売上原価 1,648,854

売上総利益 3,078,016

販売費及び一般管理費 3,178,463

営業損失（△） △100,447

営業外収益  

受取利息 1,949

受取配当金 66

不動産賃貸料 52,957

受取販売手数料 38,377

負ののれん償却額 7,351

雑収入 17,185

営業外収益合計 117,888

営業外費用  

支払利息 25,230

不動産賃貸原価 37,311

雑損失 23,733

営業外費用合計 86,275

経常損失（△） △68,834

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,623

受取補償金 29,951

店舗閉鎖損失引当金戻入額 2,000

債務保証損失引当金戻入額 8,925

特別利益合計 45,500

特別損失  

店舗閉鎖損失引当金繰入額 72,802

減損損失 4,000

店舗閉鎖損失 9,536

特別損失合計 86,339

税金等調整前四半期純損失（△） △109,674

法人税、住民税及び事業税 71,071

法人税等調整額 △5,166

法人税等合計 65,905

少数株主損失（△） △55,806

四半期純損失（△） △119,773



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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

 「参考資料」     

 個別財務諸表     

 （要約）四半期貸借対照表     

  当第１四半期累計期間（平成21年４月１日～６月30日） 

科目 金額（千円） 

 流動資産 863,468  

 固定資産 9,163,159  

  有形固定資産 2,978,163  

  無形固定資産 113,026  

  投資その他の資産 6,071,969  

 資産合計 10,026,627  

 流動負債 3,202,740  

 固定負債 2,319,268  

 負債合計 5,522,009  

 純資産合計 4,504,618  

 負債純資産合計 10,026,627  

 （要約）四半期損益計算書     

  当第１四半期累計期間（平成21年４月１日～６月30日） 

科目 金額（千円） 

 売上高 3,084,656  

 売上原価 1,146,485  

 売上総利益 1,938,171  

 販売費及び一般管理費 1,860,562  

 営業利益 77,609  

 営業外収益 87,816  

 営業外費用 44,112  

 経常利益 121,313  
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