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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,093 △7.2 67 ― 18 ― 1 △98.0

21年3月期第2四半期 4,410 ― 5 ― △28 ― 54 ―

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2四半期 118.73 ―

21年3月期第2四半期 6,063.94 ―

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2四半期 7,040 452 6.4 50,783.71
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2四半期  452百万円 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

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 8,916株 21年3月期第2四半期 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマンショックからの経済の低迷後、なんとか持ち直しを見せ

始めた頃の新型インフルエンザへの懸念と経済活動への影響、天候不順による原材料仕入値の不安定、財政再建に

向けての企業への圧迫により、持ち直しが困難な状況となり、特に外食産業は業態により明暗を分ける結果となり

ました。定額給付金による経済波及も長丁場にはなりませんでした。 

天候不順により近場での娯楽になることを強みにするファーストフードは堅調といわれているものの麺類等、人

気上昇にある業態は競争率が激しく飽和状態も懸念され、新店と閉店の波が激しい状況は否めません。また、低迷

が続いているファミレス業界も７月からのハッピーマンデーによる連休とお盆休みと９月後半の大型連休と食欲の

秋により集客を臨める要因はありましたが、戦略効果も麻痺した状態であります。  

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）を心掛けて運営して参りました。    

店舗展開におきましては、フランチャイジー事業であり新業態であります「ベビーフェイスプラネッツ」１店

舗、オリジナルブランド事業であります「かつてん」１店舗を業態変更により出店いたしました。前事業年度にお

いて店舗閉鎖損として計上しておりました不採算店等６店舗のうち２店舗を業態変更により閉店、４店舗を閉店い

たしました。これにより、21業態112店舗となりました。また、エリアフランチャイザーとしてはリラックス加盟

店２店舗を解約譲渡したことで加盟店舗数が３店舗となり、ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮ加盟店２店舗の出店があった

ことで加盟店舗数14店舗となり17店舗の運営指導を行っております。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は4,093百万円（前年同期比7.2％減）となりましたが、不採算店舗

の閉鎖及び経費削減効果により、営業利益67百万円（前年同期比1090.9％増）、経常利益18百万円（前年同期、経

常損失28百万円）となりました。また、店舗閉鎖損等11百万円の特別損失があったことで、四半期純利益は１百万

円（前年同期比98.0％減）となりました。  

  

 当第２四半期累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99百万円減少し、7,040百万円とな

り、純資産は前事業年度末と比較して16百万円増加し、452百万円となりました。この主な増加の要因は、その他有

価証券評価差額金が15百万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２四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49百万円増加し、156百万円となっておりま

す。 

当第２四半期累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、176百万円となりました。これは前年同期と比べ54百万円増加しております。主

として、税引前四半期純利益７百万円（前年同期62百万円）であるものの、前年同期においては、役員退職慰労引当

金の減少75百万円等があったこと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、76百万円となりました。これは前年同期と比べ12百万円支出減しております。主

として、有形固定資産の取得による支出216百万円（前年同期205百万円）があったものの、定期預金の払戻による収

入200百万円（前年同期113百万円）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） 

  財務活動の結果支出した資金は、50百万円となりました。これは前年同期と比べ115百万円支出減となりました。

主として、社債の償還による支出80百万円（前年同期150百万円）と長期借入金の返済による支出1,020百万円（前

年同期950百万円）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。  

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



  

該当事項はありません。 

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四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２四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。   

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動

（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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 946,840 1,001,354

売掛金 281,755 252,725

商品及び製品 650,584 666,666

原材料及び貯蔵品 36,829 39,454

その他 218,146 209,433

貸倒引当金 △430 △500

流動資産合計 2,133,727 2,169,135

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,011,520 2,072,129

工具、器具及び備品（純額） 565,344 548,518

土地 573,649 573,649

その他（純額） 47,527 41,405

有形固定資産合計 3,198,041 3,235,702

無形固定資産 178,484 182,865

投資その他の資産   

投資有価証券 258,271 231,131

長期前払費用 177,693 192,235

敷金及び保証金 999,773 1,028,904

その他 118,464 124,015

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,529,202 1,551,287

固定資産合計 4,905,729 4,969,855

繰延資産 1,351 1,691

資産合計 7,040,808 7,140,682



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 229,549 288,314

短期借入金 650,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,775,120 2,111,196

1年内償還予定の社債 100,000 130,000

未払法人税等 11,680 17,033

その他 363,150 392,465

流動負債合計 3,129,500 2,939,010

固定負債   

社債 120,000 170,000

長期借入金 3,138,497 3,422,678

退職給付引当金 26,661 28,504

その他 173,361 144,139

固定負債合計 3,458,520 3,765,322

負債合計 6,588,020 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 1,058 △376,300

株主資本合計 436,914 435,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,873 493

評価・換算差額等合計 15,873 493

純資産合計 452,787 436,348

負債純資産合計 7,040,808 7,140,682



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,410,956 4,093,907

売上原価 1,814,001 1,688,052

売上総利益 2,596,954 2,405,855

販売費及び一般管理費 2,591,257 2,338,017

営業利益 5,696 67,837

営業外収益   

受取利息 4,446 4,623

受取配当金 2,618 2,241

不動産賃貸料 45,271 42,424

受取保険金 10,308 1,140

その他 14,816 3,123

営業外収益合計 77,461 53,555

営業外費用   

支払利息 68,474 65,708

不動産賃貸原価 28,944 25,615

その他 14,607 11,131

営業外費用合計 112,025 102,455

経常利益又は経常損失（△） △28,867 18,937

特別利益   

前期損益修正益 29,651 －

役員退職慰労引当金戻入額 75,408 －

固定資産売却益 － 76

貸倒引当金戻入額 － 70

特別利益合計 105,060 146

特別損失   

貸倒引当金繰入額 13,000 －

固定資産除却損 256 92

店舗閉鎖損失 － 11,863

その他 593 15

特別損失合計 13,850 11,971

税引前四半期純利益 62,341 7,112

法人税、住民税及び事業税 8,275 6,054

法人税等合計 8,275 6,054

四半期純利益 54,066 1,058



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 62,341 7,112

減価償却費 262,527 257,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,979 △1,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,408 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,847 △70

受取利息及び受取配当金 △7,064 △6,865

支払利息 68,474 65,708

社債発行費償却 339 339

有形固定資産除売却損益（△は益） 6,585 6,656

売上債権の増減額（△は増加） △15,585 △29,029

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,779 18,707

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,522 △15,783

仕入債務の増減額（△は減少） △71,725 △58,765

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,676 △5,715

その他の流動負債の増減額（△は減少） △81,757 14,251

預り保証金の増減額（△は減少） △17,973 △1,313

小計 181,512 251,280

利息及び配当金の受取額 16,788 6,865

利息の支払額 △67,824 △70,444

法人税等の支払額 △8,519 △11,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,957 176,391

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 △45,838 △96,082

定期預金の払戻による収入 113,289 200,550

投資有価証券の取得による支出 △1,323 △1,317

有形固定資産の取得による支出 △205,064 △216,933

有形固定資産の売却による収入 1,573 622

無形固定資産の取得による支出 △5 △1,228

短期貸付金の増減額（△は増加） △4,078 1,094

長期貸付金の回収による収入 32 5,542

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,573

その他 52,784 13,999

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,629 △76,178

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） － 650,000

長期借入れによる収入 935,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △950,974 △1,020,257

社債の償還による支出 △150,000 △80,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,974 △50,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,647 49,955

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 223,348 156,422



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


