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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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2月期第2四半期 17,087 ― 219 ― 114 ― 196 ―
21年2月期第2四半期 17,611 24.0 △219 ― △356 ― △1,503 ―

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2月期第2四半期 2,680.20 ―
21年2月期第2四半期 △20,508.69 ―

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2月期第2四半期 28,922 9,453 32.3 127,525.48
21年2月期 29,346 9,288 31.2 124,842.59

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  9,346百万円 21年2月期  9,150百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 31,400 △8.8 424 ― 141 ― 80 ― 1,091.51
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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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 
1.上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、
実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知下さい。 
2.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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2月期第2四半期 74,495株 21年2月期  74,495株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  1,202株 21年2月期  1,202株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 73,293株 21年2月期第2四半期 73,293株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ感を背景に株価は緩やかな回復基調

にあるものの、世界的金融危機の影響による国内の景況感は、依然として好転の兆しが見えない状況が

続いております。特に雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込みの影響は大きく、国内の景気は先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

このような環境下、当社グループは「選択と集中・原点回帰」を当連結会計年度の基本方針として掲

げ、業務委託店舗数約600店舗という経営資源を誇る主力事業「店舗運営事業」を核とした事業戦略を

展開することにより、当社グループの方向性をひとつにして、企業価値の向上に取り組んでまいりまし

た。 

この結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高が7,733百万円、利益面では経常利益

が15百万円、当第２四半期純利益は113百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

店舗運営事業におきましては、時代にマッチした業態での出店が進み、安定した顧客基盤を有して

おります。業務委託型店舗につきましては、業態の好不調により店舗ごとに顧客の入替えは相応にあ

るものの、今後も安定した出店推移が見込まれ、当社グループにおける主要事業として売上・利益に

寄与する見込みであります。 

 この結果、店舗運営事業の当第２四半期連結会計期間における売上高は、6,472百万円、営業利益

は、45百万円となりました。 

店舗総合サービス事業におきましては、与信管理に重点をおいた政策に転換しており、当第１四半

期連結会計期間に比して減収となりました。 

 この結果、店舗総合サービス事業の当第２四半期連結会計期間における売上高は、９百万円、営業

損失は、24百万円となりました。 

プライベート・エクイティ事業におきましては、保有株式の一部売却を行い投資資産の圧縮に努め

てまいりました。一方、店舗不動産事業におきましては、不動産市況が軟弱となる中で当社グループ

の持つ情報網を駆使し高い入居率を維持することにより、安定的な収益を確保できました。 

 この結果、プライベート・エクイティ事業の当第２四半期連結会計期間における売上高は、11百万

円、営業損失は、10百万円となりました。また、店舗不動産事業の当第２四半期連結会計期間におけ

る売上高は、25百万円、営業利益は、62百万円となりました。 

店舗コンサルティング事業におきましては、寿司チェーンの事業改革が進み売上は伸長しているも

のの、コスト負担を賄いきれず、収益の確保には至りませんでした。 

 この結果、店舗コンサルティング事業の当第２四半期連結会計期間における売上高は、1,215百万

円、営業損失は、85百万円となりました。 

  

  

・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

① 店舗運営事業

② 店舗総合サービス事業

③ プライベート・エクイティ事業と店舗不動産事業

④ 店舗コンサルティング事業
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ423百万円減少し28,922百万円と

なりました。主に建物及び構築物の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ588百万円減少し19,469百万円となりました。主に未払金の減少に

よるものであります。 

 少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ164百万円増加し9,453百万円となりまし

た。 

 １株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ2,682.89円増加し127,525.48円となり、自己資本比率

は前連結会計年度末の31.2％から1.1ポイント改善し32.3％となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第１四半期連結会計期間末と比

べ702百万円減少し、3,300百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

  

当第２四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が111百万円、減価償却費398百万円と

なったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,400百万円の収入となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間における有形固定資産の取得による支出1,268百万円及び業務委託型店舗

資産の取得による支出185百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,077

百万円の支出となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間における短期借入れによる収入1,530百万円となる一方で、長期借入金の

返済による支出2,510百万円となったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは1,025百万円

の支出となりました。 

  

平成21年10月13日発表いたしました業績予想に変更はございません。 

※上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、リスク

や不確定要素の変動及び経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異

なる可能性があることをご承知ください。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

（２）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）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

３．連結業績予想に関する定性的情報

ＴＲＮコーポレーション㈱（3351）平成22年2月期第2四半期決算短信

4



該当事項はありません。 

  

１．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２四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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

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。 

  

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準について、原価法から

原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純

利益が12百万円減少しております。 

②「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる影響はありません。 

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)

（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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,400,496 3,379,890

受取手形及び売掛金 1,015,420 1,173,173

営業投資有価証券 410,706 402,061

たな卸資産 － 43,678

原材料及び貯蔵品 22,713 －

預け金 － 1,040,268

その他 1,811,398 1,622,312

貸倒引当金 △103,488 △123,273

流動資産合計 6,557,247 7,538,110

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,306,091 2,511,789

減価償却累計額 △165,322 △181,119

建物及び構築物（純額） 2,140,768 2,330,670

店舗固定資産 8,703,645 7,704,500

減価償却累計額 △2,829,024 △2,394,839

店舗固定資産（純額） 5,874,621 5,309,661

土地 6,327,366 6,327,366

その他 281,522 249,180

減価償却累計額 △103,879 △119,577

その他（純額） 177,643 129,603

有形固定資産合計 14,520,400 14,097,301

無形固定資産   

のれん 509,005 519,578

その他 51,247 42,336

無形固定資産合計 560,253 561,915

投資その他の資産   

業務委託型店舗資産 5,181,007 5,077,422

繰延税金資産 420,440 420,440

その他 2,610,669 2,529,911

貸倒引当金 △927,101 △878,332

投資その他の資産合計 7,285,015 7,149,441

固定資産合計 22,365,669 21,808,658

資産合計 28,922,916 29,346,768
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 168,991 191,483

短期借入金 4,979,850 4,688,580

1年内償還予定の社債 155,000 120,000

未払金 1,312,936 1,710,981

未払法人税等 15,272 75,624

賞与引当金 26,009 29,133

債務保証損失引当金 160 290

その他 1,087,856 1,261,780

流動負債合計 7,746,076 8,077,873

固定負債   

社債 275,000 120,000

長期借入金 10,064,750 10,523,750

長期預り金 1,331,482 1,263,331

その他 52,478 73,546

固定負債合計 11,723,710 11,980,628

負債合計 19,469,787 20,058,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,903,710 4,903,710

資本剰余金 4,764,930 4,764,930

利益剰余金 △36,476 △232,916

自己株式 △285,234 △285,234

株主資本合計 9,346,929 9,150,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △205 △402

評価・換算差額等合計 △205 △402

新株予約権 3,344 32,912

少数株主持分 103,060 105,266

純資産合計 9,453,129 9,288,267

負債純資産合計 28,922,916 29,346,768
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 17,087,993

売上原価 15,842,864

売上総利益 1,245,129

販売費及び一般管理費 1,025,230

営業利益 219,898

営業外収益  

受取利息 11,585

業務委託契約解約益 135,189

その他 18,011

営業外収益合計 164,786

営業外費用  

支払利息 137,399

支払手数料 11,303

業務委託契約解約損 110,425

その他 11,286

営業外費用合計 270,415

経常利益 114,270

特別利益  

投資有価証券売却益 102,015

新株予約権戻入益 29,567

その他 3,678

特別利益合計 135,261

特別損失  

商品評価損 12,312

貸倒損失 22,941

その他 9,359

特別損失合計 44,612

税金等調整前四半期純利益 204,919

法人税等 8,480

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 196,439
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 7,733,449

売上原価 7,206,733

売上総利益 526,715

販売費及び一般管理費 466,922

営業利益 59,793

営業外収益  

受取利息 4,612

業務委託契約解約益 120,621

その他 12,886

営業外収益合計 138,120

営業外費用  

支払利息 69,773

支払手数料 5,382

業務委託契約解約損 106,173

その他 712

営業外費用合計 182,041

経常利益 15,872

特別利益  

投資有価証券売却益 94,080

新株予約権戻入益 29,567

その他 1,595

特別利益合計 125,243

特別損失  

商品評価損 －

貸倒損失 22,941

その他 6,414

特別損失合計 29,356

税金等調整前四半期純利益 111,758

法人税等 △1,246

少数株主利益 0

四半期純利益 113,004
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31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 204,919

減価償却費 757,858

のれん償却額 59,378

業務委託型店舗資産（長期前払費用）償却費 65,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,983

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,123

受取利息及び受取配当金 △11,585

支払利息 137,399

業務委託契約解約損益（△は益） △24,763

商品評価損 12,312

売上債権の増減額（△は増加） 157,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,653

仕入債務の増減額（△は減少） △22,492

その他 236,303

小計 1,606,939

利息及び配当金の受取額 11,246

利息の支払額 △143,143

法人税等の還付額 100,649

法人税等の支払額 △65,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,510,501

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 △1,545,373

有形固定資産の売却による収入 208,627

無形固定資産の取得による支出 △134,931

無形固定資産の売却による収入 17,494

投資有価証券の売却による収入 114,690

業務委託型店舗資産の取得による支出 △396,462

業務委託型店舗資産の回収による収入 180,617

その他 66,621

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,488,715

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,530,000

長期借入れによる収入 1,560,000

長期借入金の返済による支出 △3,257,730

融資手数料の支払による支出 △11,303

社債の発行による収入 250,000

社債の発行による支出 △9,645

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △294

子会社解散に伴う少数株主持分の財産分配金によ
る支出

△2,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,606

現金及び現金同等物の期首残高 3,279,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,300,496
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

  

 
  

 
  

(注) １ 事業区分の方法 

   事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業…………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等)  

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                 （開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等） 

  (3) 店舗不動産事業………飲食向け不動産に係る事業 

               （店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の賃貸管理等） 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                   （業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等） 

  (5) プライベート・エクイティ事業……プライベート・エクイティ投資 

                     （プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、  

                      飲食ビジネスのインキュベーション等） 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、183,574千円であり、主なもの 

  は、提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

  

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

店舗運営事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗不動産事業 
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

13,710,472 42,630 132,070 2,955,761

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,987,583 ─ 170,599 2,291

 
計

15,698,056 42,630 302,669 2,958,052

営業利益又は営業損失(△) 68,982 △63,978 126,622 △32,069

プライベート・エク
イティ事業(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

247,058 17,087,993 ─ 17,087,993

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 2,160,474 (2,160,474) ─

計 247,058 19,248,467 (2,160,474) 17,087,993

営業利益又は営業損失(△) △5,521 94,035 125,863 219,898

ＴＲＮコーポレーション㈱（3351）平成22年2月期第2四半期決算短信

12



当第２四半期連結会計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

  

 
  

 
(注) １ 事業区分の方法 

   事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

  (1) 店舗運営事業…………飲食店舗の運営及び飲食店舗委託運営 

                (業務委託型店舗運営、サブレント等)  

  (2) 店舗総合サービス事業……飲食店舗の運営に係る総合サービスの提供 

                 （開業サポート、割賦・レンタル販売、商品販売等） 

  (3) 店舗不動産事業………飲食向け不動産に係る事業 

               （店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の賃貸管理等） 

  (4) 店舗コンサルティング事業……飲食店舗に係るコンサルティングサービス等の提供 

                   （業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等） 

  (5) プライベート・エクイティ事業……プライベート・エクイティ投資 

                     （プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、  

                      飲食ビジネスのインキュベーション等） 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、89,301千円であり、主なもの 

  は、提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

  

店舗運営事業
(千円)

店舗総合サービス
事業(千円)

店舗不動産事業 
(千円)

店舗コンサルティン
グ事業(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,472,484 9,112 25,642 1,215,188

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

921,972 ─ 126,349 1,145

計 7,394,457 9,112 151,991 1,216,334

営業利益又は営業損失(△) 45,005 △24,728 62,289 △85,495

プライベート・エク
イティ事業(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,020 7,733,449 ─ 7,733,449

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,049,466 (1,049,466) ─

計 11,020 8,782,916 (1,049,466) 7,733,449

営業利益又は営業損失(△) △10,578 △13,507 73,301 59,793
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該当事項はありません。 

  

（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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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,611,042 100.0

Ⅱ 売上原価 16,390,438 93.1

   売上総利益 1,220,603 6.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,439,723 8.1

   営業損失 △219,120 △1.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9,429

 ２ 割賦販売受取利息 8,445

  ３ 業務委託契約解約益 119,386

 ４ その他 17,999 155,261 0.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 146,033

 ２ 融資手数料 42,448

 ３ 業務委託契約解約損 87,350

 ４ その他 17,067 292,899 1.7

   経常損失 △356,758 △2.0

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 1,715

 ２ 貸倒引当金戻入益 13,550

 ３ 投資有価証券売却益 2,000

 ４ 賞与引当金戻入益 2,365

 ５ 保証損失引当金戻入益 400

 ６ 新株予約権戻入益 2,682

 ７ その他 25,673 48,386 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 118,126

 ２ 店舗撤退損失 18,154

 ３ のれん償却費 613,236

 ４ 減損損失 25,634

 ５ 関係会社株式売却損 180,493

 ６ その他 90,637 1,046,282 6.0

   税金等調整前中間純損失 △1,354,654 △7.7

   法人税、住民税及び事業税 48,060

   法人税等調整額 100,455 148,515 0.8

   少数株主損失 26 0.0

   中間純損失 △1,503,143 △8.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失 △1,354,654

   減価償却費 715,608

   のれん償却費 738,862

   長期前払費用償却費 51,378

   業務委託型店舗資産 

   (長期前払費用)償却費
68,519

   貸倒引当金の増加額 71,558

   賞与引当金の増減額 13,862

   店舗撤退損失引当金の減少額 △22,816

   受取利息及び受取配当金 △17,875

   支払利息 146,033

   融資手数料 42,448

   業務委託解約損益 △32,036

   関係会社株式売却損 180,493

   店舗撤退損失 18,154

   固定資産売却益 △1,715

   固定資産除却損 118,126

   減損損失 25,634

   売上債権の増減額 △156,489

   営業貸付金の増加額 △78,070

   営業有価証券の増減額 245,513

   たな卸資産の増加額 △37,039

   前払費用の増加額 △84,331

   長期未収入金の増加額 △195,322

   仕入債務の増減額 50,999

   未払金の増加額 242,568

   長期預り金(営業預託金)の減少額 △6,729

   未払消費税等の増減額 11,677

   前受家賃の増加額 99,378

   その他 △14,123

    小計 839,614

   利息及び配当金の受取額 17,513

   利息の支払額 △142,850

   法人税等の支払額 △185,974

  営業活動によるキャッシュ・フロー 528,302
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前中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 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 △19,086

   有形固定資産の取得による支出 △905,877

   有形固定資産の売却による収入 233,555

   無形固定資産の取得による支出 △26,839

   無形固定資産の売却による収入 775

   投資有価証券の取得による支出 △181,442

   投資有価証券の売却による収入 200,000

   連結範囲の変更を伴う 

   関係会社株式の売却による支出
△236,304

   関係会社株式の取得による支出 △10,000

   関係会社株式の売却による収入 2,000

   業務委託型店舗資産の取得 

   による支出
△224,290

   業務委託型店舗資産の回収 

   による収入
129,384

   敷金・保証金の支払による支出 △214,083

   敷金・保証金の回収による収入 110,575

   貸付による支出 △2,500

   貸付金の回収による収入 128,151

   長期前払費用の増加による支出 △32,335

   長期預り金の受領による収入 38,128

   長期預り金の返還による支出 △2,304

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012,494

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 3,910,000

   短期借入金の返済による支出 △3,775,000

   長期借入による収入 2,660,000

   長期借入金の返済による支出 △1,289,764

   融資手数料の支払 △42,448

   社債の償還による支出 △76,700

   配当金の支払による支出 △71,877

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,314,210

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 830,018

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,362,676

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 5,192,695
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