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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 10,084 △9.7 222 67.0 156 27.5 △19 ―

21年3月期第1四半期 11,164 ― 133 ― 123 ― 62 ―

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 △0.79 ―

21年3月期第1四半期 2.57 2.57

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 30,569 7,743 17.2 319.09
21年3月期 30,783 7,836 17.4 322.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,254百万円 21年3月期  5,353百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

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  
 

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

21,500 △6.0 700 19.5 600 9.5 170 △44.5 7.01

通期 44,500 0.3 1,600 45.1 1,350 25.2 500 2.4 20.61

－ 1 －



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  無  

(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 

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。 

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 24,270,300株 21年3月期  24,264,100株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,367株 21年3月期  2,367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 24,265,140株 21年3月期第1四半期 24,261,006株
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当第１四半期におけるわが国経済は、国内外の経済環境における最悪期は脱し、各種の経済政策による景気押し上

げ効果の期待から、緩やかではあるものの回復の予兆が見え始めました。一方で、有効求人倍率の下落は止まらず、

依然として雇用環境は低迷するなど、とりわけ消費者を取り巻く経済環境は厳しさが増してきています。このような

状況から、個人消費の本格的な回復による景気の反転には、時間がかかることが懸念されております。 

こうした厳しい経済環境にありがならも、当社グループの中核事業である外食サービス事業では、中期的な基本戦

略である「既存事業のバリューアップによる基礎収益力の向上」を中心とした、積極的な施策を実施してまいりまし

た。具体的には、顧客の「お値打ち」志向に合わせたメニューラインナップへの変更やメニュー改定サイクルの短縮

化、㈱再生プロジェクトによる低収益店舗の業態転換、店舗モニター制を通じた店舗政策への顧客の意見反映など、

収益力の強化を主眼に取り組んでまいりました。 

また、印刷流通事業においては、出版業界をはじめとする主要顧客の経営環境が厳しさを増すなか、前期に収益体

質の改善を行なったうえで、本来の強みである印刷事業に集中するとともに、デジタル事業の強化を進めてまいりま

した。一方で業界を取り巻く経済状況を踏まえ、会計基準に則り売掛債権の貸倒引当率を一層保守的に見積もること

といたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は10,084百万円（前年同四半期比9.7％減）、営

業利益は222百万円（同67.0％増）、経常利益は156百万円（同27.5％増）、四半期純損失は19百万円（同81百万円の

利益減少）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

当第１四半期連結累計期間における外食サービス事業においては、売上高9,229百万円（前年同四半期比5.1％減）

となりましたが、営業利益は積極的なスクラップアンドビルドによる低収益店の閉店と、既存店強化策による収益力

の向上が寄与し、363百万円（同2.4％増）となりました。 

当第１四半期連結累計期間における印刷流通事業の売上高は855百万円（前年同四半期比40.7％減）となりました

が、収益体質の大幅な改善により営業損失は0百万円（同98.7％減）となりました。 

  
  

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ214百万円減少し、30,569百万円となりました。これ

は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が267百万円減少したこと、有形固定資産が196百万円減少したこ

と、無形固定資産が153百万円減少したこと、投資有価証券が485百万円増加したこと等によるものであります。 

一方、負債の部では、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が183百万円減少したこと、短期借入金が178

百万円減少したこと、長期借入金が522百万円増加したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ121百万円

減少し、22,825百万円となりました。 

純資産の部は、利益剰余金が剰余金の配当により121百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が35百万円増

加した等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ92百万円減少し、7,743百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は17.2％、１株当たり純資産は319円09銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 100百万円、減価償却費 403百万円、のれん

償却費 111百万円、売上債権の減少 267百万円、仕入債務の減少 183百万円、法人税等の支払 283百万円等により、

340百万円の資金収入となりました。 

・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
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投資活動によるキャッシュ・フローは、既存店舗のリニューアルや新規出店等に伴う固定資産取得による支出 250

百万円、投資有価証券の取得 402百万円等により、671百万円の資金支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 336百万円、長期借入金の増加 2,200百万円、長期借入

金の返済 1,518百万円等により、196百万円の資金収入となりました。 

以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ134百万円減少し、

1,130百万円となりました。 

  
  

現時点において、「平成22年３月期の連結業績予想」の売上高、営業利益、経常利益および当期純利益について、

平成21年５月15日の決算短信で発表した公表数値に変更はありません。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

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
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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：百万円)

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 1,130 1,265

受取手形及び売掛金 1,850 2,117

有価証券 － 23

商品及び製品 48 41

仕掛品 81 85

原材料及び貯蔵品 204 207

繰延税金資産 195 265

その他 1,049 848

貸倒引当金 △168 △199

流動資産合計 4,392 4,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,586 10,735

機械装置及び運搬具（純額） 665 657

工具、器具及び備品（純額） 1,066 1,105

リース資産（純額） 258 277

土地 2,569 2,569

建設仮勘定 55 51

有形固定資産合計 15,200 15,396

無形固定資産   

のれん 2,671 2,783

その他 735 777

無形固定資産合計 3,407 3,560

投資その他の資産   

投資有価証券 981 495

長期貸付金 560 561

敷金及び保証金 4,734 4,817

繰延税金資産 1,139 1,169

その他 245 168

貸倒引当金 △92 △43

投資その他の資産合計 7,567 7,168

固定資産合計 26,175 26,126

繰延資産 1 2

資産合計 30,569 30,783
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,652 2,836

短期借入金 7,047 7,225

未払金 656 690

未払費用 851 882

未払法人税等 47 205

賞与引当金 256 304

その他 812 875

流動負債合計 12,323 13,019

固定負債   

社債 60 60

長期借入金 9,035 8,512

その他 1,406 1,355

固定負債合計 10,502 9,927

負債合計 22,825 22,947

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,742 2,739

資本剰余金 2,744 2,742

利益剰余金 △189 △48

自己株式 △1 △1

株主資本合計 5,295 5,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 △77

評価・換算差額等合計 △41 △77

新株予約権 89 83

少数株主持分 2,400 2,400

純資産合計 7,743 7,836

負債純資産合計 30,569 30,783
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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：百万円)

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 11,164 10,084

売上原価 4,323 3,558

売上総利益 6,840 6,526

販売費及び一般管理費 6,707 6,303

営業利益 133 222

営業外収益   

受取利息及び配当金 1 5

協賛金収入 53 －

その他 44 21

営業外収益合計 99 27

営業外費用   

支払利息 96 87

その他 13 6

営業外費用合計 109 93

経常利益 123 156

特別利益   

固定資産売却益 1 0

保険差益 142 －

その他 2 －

特別利益合計 146 0

特別損失   

固定資産除却損 3 4

減損損失 50 27

店舗閉鎖損失 － 24

その他 28 1

特別損失合計 82 57

税金等調整前四半期純利益 187 100

法人税、住民税及び事業税 59 43

法人税等調整額 65 76

法人税等合計 124 119

四半期純利益又は四半期純損失（△） 62 △19
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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 187 100

減価償却費 381 403

のれん償却額 109 111

減損損失 50 27

繰延資産償却額 0 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67 18

賞与引当金の増減額（△は減少） 145 △47

新株予約権発行に伴うみなし人件費 10 11

受取利息及び受取配当金 △1 △5

支払利息 96 87

為替差損益（△は益） 0 －

有価証券評価損益（△は益） 5 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 0

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2 －

固定資産除売却損益（△は益） － 4

有形固定資産売却損益（△は益） △1 －

有形固定資産除却損 3 －

保険差益 △142 －

売上債権の増減額（△は増加） 31 267

たな卸資産の増減額（△は増加） 28 △0

その他の流動資産の増減額（△は増加） △61 △119

仕入債務の増減額（△は減少） △174 △183

預り保証金の増減額（△は減少） △7 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △108 △93

その他 － 126

小計 626 707

利息及び配当金の受取額 1 5

利息の支払額 △103 △88

保険金の受取額 150 －

法人税等の支払額 △80 △283

営業活動によるキャッシュ・フロー 594 340
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(単位：百万円)

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) 

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 △194 △250

有形固定資産の売却による収入 2 18

無形固定資産の取得による支出 △29 △5

投資有価証券の取得による支出 △0 △402

投資有価証券の売却による収入 27 0

短期貸付金の増減額（△は増加） △369 0

長期貸付金の回収による収入 0 0

長期未収入金の増減額（△は増加） △1 25

敷金及び保証金の差入による支出 △44 △24

敷金及び保証金の回収による収入 107 103

預り保証金の返還による支出 0 △0

預り保証金の受入による収入 － 2

その他 8 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △493 △671

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） △530 △336

長期借入れによる収入 1,230 2,200

長期借入金の返済による支出 △1,355 △1,518

長期未払金の増加による収入 43 12

長期未払金の返済による支出 △79 △34

リース債務の返済による支出 △8 △24

株式の発行による収入 0 0

少数株主からの払込みによる収入 500 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △109 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △309 196

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208 △134

現金及び現金同等物の期首残高 1,691 1,265

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,483 1,130
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該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １．事業区分の方法 

製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業の２事業に区分し

ております。 

２．各事業区分の主な事業内容 

 
  

  

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) 

  

 
(注) １．事業区分の方法 

製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業の２事業に区分し

ております。 

２．各事業区分の主な事業内容 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

外食サービス 
事業(百万円)

印刷流通事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,721 1,443 11,164 ― 11,164

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

0 92 92 (92) ―

計 9,721 1,535 11,256 (92) 11,164

営業利益又は営業損失(△) 355 △75 279 (146) 133

ａ．外食サービス事業 

  

 

：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、刺身居酒屋「魚や一丁」、焼きとん居酒屋

「日本橋 紅とん」、居酒屋「北の家族」「食彩屋 一源」「甍の波」、大阪

風お好み焼き「ぼちぼち」、レストラン「オーブン亭」、その他飲食店経営

ｂ．印刷流通事業 

 

：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業印刷物

卸販売等

外食サービス 
事業(百万円)

印刷流通事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,229 855 10,084 ― 10,084

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

10 38 48 (48) ―

計 9,239 894 10,133 (48) 10,084

営業利益又は営業損失(△) 363 △0 362 (139) 222

ａ．外食サービス事業 

  

 

：焼き鳥居酒屋「備長扇屋」、南欧風レストラン「オーブン亭」、中華料理店

「双囍亭」、イタリアンレストラン「ベッラベ～ラ」、大阪風お好み焼き「ぼ

ちぼち」、刺身居酒屋「うおや一丁」、焼きとん居酒屋「日本橋 紅とん」、総

合型居酒屋「食彩屋 一源」、和食居酒屋「北の家族」「甍の波」、エンターテ

イメントレストラン「ザ・ロックアップ」「アラビアンロック」、その他飲食

店経営

ｂ．印刷流通事業 

 

：書籍・雑誌及び商業印刷物の印刷、物販流通資材販売、デジタル技術によるオ

ーサリング・携帯端末への配信事業
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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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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