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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 3,763 △6.2 △7 ― 14 △80.1 △38 ―

21年3月期第2四半期 4,013 ― 71 ― 73 ― 0 ―

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 △1.62 ―

21年3月期第2四半期 0.04 ―

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 5,624 2,562 45.6 108.67
21年3月期 5,875 2,586 44.0 109.68

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,562百万円 21年3月期  2,586百万円

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

22年3月期 ― ―

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  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 8,276 △1.2 306 44.2 305 24.4 200 452.8 8.50
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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  
（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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 

(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 23,584,000株 21年3月期  23,584,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,600株 21年3月期  3,600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 23,580,400株 21年3月期第2四半期 23,580,400株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等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、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。 

-　2　-



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢・所得環境は依然として厳しい状況にあります。 

 このような背景から、消費者の先行き不安を起因とする生活防衛意識は一層高まり、個人消費の低迷が外食業界に

深刻な影響を与えております。  

 この様な環境に対応するため当社におきましては、当会計期間も当社基本戦略である「マルチブランド・マルチロ

ケーション戦略」を引き続き積極的に進めて参りました。 

 「外食事業」につきましては、収益基盤の強化と資産効率の向上のため、当第２四半期会計期間に不採算店舗２店

舗の閉鎖を行うとともに、第１四半期会計期間に引き続き低価格郊外型ファミリー居酒屋である「とりあえず吾平」

への業態転換を３店舗実施し、現在の消費者のニーズにより合致した業態への転換を積極的に行っております。ま

た、主力日常食業態である「長崎ちゃんめん」「おむらいす亭」につきましてもお客様の満足度を高めるべく、両業

態ともグランドメニューの一新に取り組んだ結果、直営店舗の実績に関しましては第１四半期同様、比較的堅調な推

移を見せております。今後も個人消費の低迷を受けた低価格業態へのニーズはますます強くなることが予測され、ス

ピード感のある積極的なスクラップアンドビルドを繰り返すことによって消費者ニーズを捉え全体の収益確保に努め

てまいります。当第２四半期会計期間末の外食事業店舗数は直営店舗数102店舗ＦＣ70店舗となっております。 

 「教育事業」につきましては、直営校舎としてITTO個別指導学院校舎を４校舎の事業譲り受けをいたしました、今

後も弊社の主力事業とするべく引き続き積極的な展開を行う方針でございます。教育事業における経営環境も決して

楽観できるものではありませんが、子供１人に対する教育に対する関心は年々強くなっており、特に大手チェーンの

進出が十分に進んでいない中国・四国エリアには十分な市場が存在すると判断しております。引き続き当社の外食・

製造販売につぐ第３の収益の柱となるよう注力していく計画となっております。結果、当第２四半期会計期間末の教

育事業直営校舎は38校舎、ＳＶ受託校舎は39校舎となっております。 

 以上のような結果、当第２四半期累計期間の売上高は3,763百万円（前年同四半期比△6.2％）となり、営業損失７

百万円（前年同四半期累計期間は71百万円の営業利益）、経常利益14百万円（前年同四半期比△80.1％）、四半期純

損失38百万円（前年同四半期累計期間は０百万円の純利益）の実績となりました。 

  

 当第２四半期会計期間末の総資産額は5,624百万円となり、前事業年度末と比較し251百万円減少致しました。 

主な要因は、その他流動資産の減少103百万円及び減価償却等に伴う建物の減少73百万円によるものであります。 

負債総額は3,061百万円となり、前事業年度末と比較し、227百万円減少致しました。 

主な要因は長期借入金の減少173百万円によるものであります。 

  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績予想との差異が生じましたが、平成21年５

月13日に公表いたしました通期業績予想につきましては、現時点において変更はございません。 

 詳細は本日別途開示いたします「業績予想（平成22年３月期第２四半期累計期間）との差異に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

  

①簡便な会計処理  

ⅰ．当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

ⅱ．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、事業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。 

②四半期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．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

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

（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
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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 275,188 297,084

受取手形及び売掛金 200,795 191,730

商品及び製品 27,121 26,762

原材料及び貯蔵品 74,612 77,119

その他 237,833 341,084

貸倒引当金 △4,951 △4,847

流動資産合計 810,599 928,932

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,420,063 1,493,483

土地 1,687,629 1,687,629

その他（純額） 281,028 298,368

有形固定資産合計 3,388,721 3,479,480

無形固定資産 45,689 46,123

投資その他の資産   

敷金及び保証金 929,067 954,452

その他 483,616 499,714

貸倒引当金 △33,384 △33,065

投資その他の資産合計 1,379,299 1,421,101

固定資産合計 4,813,710 4,946,705

資産合計 5,624,309 5,875,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,258 165,124

短期借入金 93,336 80,000

1年内返済予定の長期借入金 715,300 704,396

未払法人税等 28,232 31,725

引当金 15,722 21,012

その他 447,393 509,742

流動負債合計 1,479,243 1,512,000

固定負債   

長期借入金 1,471,008 1,644,010

引当金 37,000 45,500

その他 74,618 87,802

固定負債合計 1,582,626 1,777,312

負債合計 3,061,870 3,289,313
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,715,000 1,715,000

資本剰余金 521,970 521,970

利益剰余金 326,160 364,461

自己株式 △658 △658

株主資本合計 2,562,471 2,600,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 △14,447

評価・換算差額等合計 △32 △14,447

純資産合計 2,562,439 2,586,325

負債純資産合計 5,624,309 5,875,638
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（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 4,013,995 3,763,650

売上原価 1,278,376 1,317,540

売上総利益 2,735,619 2,446,110

販売費及び一般管理費 2,664,211 2,453,664

営業利益又は営業損失（△） 71,407 △7,554

営業外収益   

受取利息 3,547 2,893

受取配当金 473 717

投資不動産賃貸料 53,888 45,609

その他 34,491 34,754

営業外収益合計 92,400 83,976

営業外費用   

支払利息 22,843 18,082

不動産賃貸費用 47,636 43,194

その他 20,192 583

営業外費用合計 90,673 61,861

経常利益 73,134 14,560

特別利益   

固定資産売却益 － 455

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 6,655

原状回復損失引当金戻入益 － 8,500

その他 － 227

特別利益合計 － 15,838

特別損失   

投資有価証券評価損 19,983 －

投資有価証券売却損 － 14,081

固定資産売却損 － 325

減損損失 10,411 19,536

固定資産除却損 5,775 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,570 3,650

その他 6,208 7,042

特別損失合計 53,949 44,634

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 19,185 △14,236

法人税、住民税及び事業税 18,213 18,977

法人税等調整額 － 5,088

四半期純利益又は四半期純損失（△） 972 △38,301
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 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。 

  

  

（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

６．その他の情報
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