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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 4,948 △8.1 △173 ― △204 ― △143 ―

21年3月期第2四半期 5,385 △2.3 △38 ― △53 ― △101 ―

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 △3.43 ―

21年3月期第2四半期 △2.42 ―

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 10,802 6,597 61.1 157.31
21年3月期 11,199 6,892 61.5 164.32

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,597百万円 21年3月期  6,732百万円

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 ― ― ― ― ―

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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 10,200 △9.2 60 9.3 0 ― 40 ― 0.95
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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.その他をご覧ください。 

(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.その他をご覧ください。 

(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 42,000,000株 21年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  56,560株 21年3月期  54,760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 41,944,669株 21年3月期第2四半期 41,946,126株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、当社が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、多分に不確定な要素を含んでいます。実際の業績は今後様々な要因に
よって予想数値と異なる場合があります。 
上記予想の前提条件その他関連する事項については、 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ください。 
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当第2四半期累計期間（2009年4月1日～2009年9月30日）のわが国経済は、在庫調整の進展や経済対策の
効果などにより持ち直しの動きが一部に見られましたが、企業収益は大幅に悪化し、完全失業率が過去
高水準に達するなど、極めて厳しい状況が続きました。こうした雇用情勢の悪化や実質所得の減少に加
え、景気の先行きに対する不透明感から、個人消費についても依然低い水準に止まりました。 
 外食産業におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向が強まり、外食の手控えなど
により需要が減少する中、低価格指向が顕著となり、業態間格差が広がりました。ファーストフードは前
年同期並みの売上高で推移した一方、ディナーレストラン、居酒屋業態は前年同期の売上高を割り込む状
況が続きました。 
 このような厳しい経営環境のもと、当社は「お客様にリピート」して頂ける店舗づくりを目標とし、現
場力（店舗オペレーション力）強化施策、ブランド力強化施策を推し進めましたが、当社飲食事業の主力
であるディナーレストラン、居酒屋業態が景気後退の影響を強く受けたことにより、売上高は4,948百万
円と前年同期比8.1%の減収となりました。利益面におきましては、売上高の減少に伴い売上総利益が大き
く減少したことにより、営業損失は173百万円と前年同期比135百万円の減益となり、経常損失は204百万
円と前年同期比151百万円の減益となりました。また、第1四半期にビリヤード場「サムタイム」の事業譲
渡を行い、その事業譲渡益101百万円を特別利益として計上した一方、不採算店舗の店舗閉店に伴う特別
損失29百万円を計上したことなどから、四半期純損失は143百万円と前年同期比42百万円の減益となりま
した。 
 事業部門別の業績は、次のとおりです。 
①飲食事業部門 
 飲食事業部門の売上高は、ディナーレストラン、居酒屋業態の来店客数が減少したことを主要因とし
て、4,647百万円と前年同期比6.8%の減収となりました。プライムコスト（材料費、人件費）を削減した
ものの、営業利益は52百万円と前年同期比138百万円の減益となりました。当第2四半期累計期間末での飲
食店舗数は、不採算店舗5店舗を閉店したことにより68店舗となりました。 
②その他事業部門 
 ビジネスホテルが円高、新型インフルエンザの影響による海外旅行客の減少などにより前年同期比
20.0%の減収となり、また、ビリヤード場を事業譲渡したことによる減収を合わせ、その他事業部門の売
上高は291百万円と前年同期比25.1%の減収となり、営業利益は129百万円と前年同期比45百万円の減益と
なりました。 

  

当第2四半期会計期間末における総資産は10,802百万円となり、前事業年度末と比較して190百万円減少
しました。これは店舗閉店に伴う有形固定資産の除却および差入保証金の返還などによるものです。 
 当第2四半期会計期間末における負債合計は4,204百万円となり、前事業年度末と比較して55百万円減少
しました。これは買掛金および長期借入金が減少したことなどによるものです。 
 当第2四半期会計期間末における純資産合計は6,597百万円となり、前事業年度末と比較して134百万円
減少しました。これは当期の業績により利益剰余金が減少したことなどによるものです。 

  

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して59百万円増加して732百万円
となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出となりました。これは減価償却費が227百万円で
したが、税引前四半期純損失133百万円を計上し、ビリヤード場の事業譲渡益101百万円を投資活動による
キャッシュ・フローに振替えたことなどによるものです。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは197百万円の収入となりました。これは差入保証金の返還による
収入164百万円、およびビリヤード場の事業譲渡による収入101百万円を計上したことなどによるもので
す。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは102百万円の支出となりました。これは借入による収入570百万円
を計上した一方、借入金の返済による支出645百万円を計上したことなどによるものです。 

  

消費不況が一段と深刻化しており、今後、当社の主力事業である飲食事業を取り巻く市場環境は更に厳
しさを増すものと予想されます。こうした事業環境の悪化と第2四半期累計期間の業績状況を勘案し、通
期の業績見通しは、平成21年10月9日に別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の
とおり、売上高を10,200百万円に、営業利益を60百万円に、経常利益を0円に、当期純利益を40百万円
に、それぞれ前回公表から下方修正しております。 

・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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報
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 なお、業績予想につきましては、本資料の公表日において入手可能な情報に基き当社で判断したもの
であり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって、予想と異なる結果となる可能性があります。 

  

（固定資産の減価償却費の算定方法） 
 定率法を採用している資産については事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定していま
す。 
（税金費用の計算） 
 税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算していま
す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 
  

 該当事項はありません。 

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 732,952 673,928

売掛金 308,754 347,224

その他 258,620 179,178

流動資産合計 1,300,326 1,200,331

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,319,975 2,450,827

土地 4,982,637 4,980,465

その他（純額） 411,010 466,523

有形固定資産合計 7,713,623 7,897,815

無形固定資産 132,514 101,332

投資その他の資産   

投資有価証券 193,984 178,336

差入保証金 1,360,317 1,508,300

その他 106,791 106,694

貸倒引当金 △4,850 －

投資その他の資産合計 1,656,242 1,793,329

固定資産合計 9,502,380 9,792,477

資産合計 10,802,707 10,992,807

負債の部   

流動負債   

買掛金 399,648 442,509

短期借入金 86,000 100,500

1年内返済予定の長期借入金 859,430 812,784

未払費用 408,502 441,270

その他 282,963 257,753

流動負債合計 2,036,543 2,054,815

固定負債   

長期借入金 1,702,631 1,810,669

長期未払金 230,228 177,214

その他 235,329 217,332

固定負債合計 2,168,188 2,205,216

負債合計 4,204,732 4,260,031
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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 4,280,000 4,280,000

資本剰余金 2,069,534 2,069,534

利益剰余金 189,254 333,169

自己株式 △7,663 △7,497

株主資本合計 6,531,125 6,675,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66,849 57,570

評価・換算差額等合計 66,849 57,570

純資産合計 6,597,975 6,732,776

負債純資産合計 10,802,707 10,992,807
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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 5,385,098 4,948,390

売上原価 1,363,082 1,254,771

売上総利益 4,022,016 3,693,618

販売費及び一般管理費 4,060,348 3,867,204

営業損失（△） △38,333 △173,585

営業外収益   

受取配当金 5,543 4,321

その他 5,880 4,889

営業外収益合計 11,424 9,210

営業外費用   

支払利息 26,034 34,863

その他 305 5,671

営業外費用合計 26,339 40,534

経常損失（△） △53,248 △204,909

特別利益   

事業譲渡益 － 101,482

投資有価証券売却益 444 －

特別利益合計 444 101,482

特別損失   

店舗閉鎖損失 33,769 29,489

固定資産除却損 2,414 159

その他 482 －

特別損失合計 36,665 29,648

税引前四半期純損失（△） △89,469 △133,076

法人税等 12,126 10,838

四半期純損失（△） △101,595 △143,914
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,671,307 2,403,490

売上原価 682,391 619,545

売上総利益 1,988,916 1,783,945

販売費及び一般管理費 2,043,177 1,862,228

営業損失（△） △54,261 △78,283

営業外収益   

受取配当金 379 －

その他 2,115 1,987

営業外収益合計 2,495 1,987

営業外費用   

支払利息 14,165 17,122

その他 117 5,288

営業外費用合計 14,282 22,410

経常損失（△） △66,048 △98,706

特別損失   

店舗閉鎖損失 33,769 24,919

固定資産除却損 389 －

特別損失合計 34,158 24,919

税引前四半期純損失（△） △100,206 △123,626

法人税等 △1,320 5,253

四半期純損失（△） △98,886 △128,880
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(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   

税引前四半期純損失（△） △89,469 △133,076

減価償却費 204,939 227,390

長期前払費用償却額 722 1,182

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 4,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,939 1,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 4,850

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,531 36

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

受取利息及び受取配当金 △6,227 △4,422

支払利息 26,034 34,863

為替差損益（△は益） △367 302

投資有価証券売却損益（△は益） △444 －

有形固定資産除却損 2,101 18,259

事業譲渡損益（△は益） － △101,482

売上債権の増減額（△は増加） 20,516 38,469

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,388 9,418

その他の資産の増減額（△は増加） 15,591 10,459

仕入債務の増減額（△は減少） △21,704 △42,859

未払債務の増減額（△は減少） 51,327 △56,684

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,158 △6,367

その他の負債の増減額（△は減少） 8,077 459

小計 120,081 6,339

利息及び配当金の受取額 6,227 4,120

利息の支払額 △26,034 △35,477

法人税等の支払額 △224,903 △10,485

営業活動によるキャッシュ・フロー △124,630 △35,503

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 △306,203 △49,571

有形固定資産の売却による収入 － 12,706

無形固定資産の取得による支出 △17,661 △15,930

無形固定資産の売却による収入 － 96

長期貸付金の回収による収入 － 120

投資有価証券の売却による収入 1,227 －

差入保証金の差入による支出 △125,710 △16,486

差入保証金の回収による収入 66,845 164,468

預り保証金の返還による支出 △39,747 △600

預り保証金の受入による収入 39,436 1,000

事業譲渡による収入 － 101,482

投資活動によるキャッシュ・フロー △381,814 197,286
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △4,682

短期借入れによる収入 486,000 170,000

短期借入金の返済による支出 △369,300 △184,500

長期借入れによる収入 1,100,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △378,445 △461,392

長期未払金の返済による支出 － △21,883

自己株式の取得による支出 △63 △165

配当金の支払額 △125,235 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー 712,958 △102,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 367 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,881 59,023

現金及び現金同等物の期首残高 675,906 673,928

現金及び現金同等物の四半期末残高 882,787 732,952
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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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