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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 20,198 △11.7 183 △68.7 70 △87.2 △329 ―

21年3月期第2四半期 22,877 ― 586 ― 547 ― 306 ―

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 △13.60 ―

21年3月期第2四半期 12.63 12.62

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 29,768 7,393 16.5 304.67
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2四半期  4,904百万円 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

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 ― ― ― 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 40,000 △9.8 600 △45.6 350 △67.5 △550 ― △22.66

－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2四半期 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2四半期  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2四半期 24,266,544株 21年3月期第2四半期 24,261,380株
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(2) 個別財政状態 

 

 
  

(参考) 個別業績の概要

1. 22年3月期第2四半期の個別業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日）

(1) 個別経営成績（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 616 36.1 167 421.8 168 377.6 148 △3.5
21年3月期第2四半期 452 － 32 － 35 － 154 －

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 6.13 6.11

21年3月期第2四半期 6.36 6.35

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 18,099 5,690 31.0 234.49

21年3月期 16,983 5,673 32.9 233.86

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 5,601百万円 21年3月期 5,590百万円
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当第２四半期連結累計期間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始めた感はあるもの

の、企業倒産件数は高止まりが続くなど景気回復の不透明感はより増してきております。また、個人消費を取り巻く

状況においても、雇用情勢と所得環境の一層の悪化が進み、外食産業におきましても消費マインドが低下するなか、

依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況下において、印刷流通事業については、出版業界をはじめ主要顧客を取り巻く経営環境はより厳し

さを増しております。当社子会社である㈱暁印刷は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基礎収

益力の向上を確実に行なってまいりましたが、平成21年９月７日付開示の「子会社に係る債権の取立不能又は取立遅

延のおそれに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、取引先の破綻により売掛債権351百万円の取立不能

が生じました。 

また、当社グループの中核事業である外食サービス事業におきましても、新型インフルエンザの流行による消費マ

インドの大幅な低下や、商勢期である夏季における天候不順などにより、売上高は当初の計画を下回ることとなりま

した。こうしたなか、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するとともに、㈱再生プロジェクトによる低収益店舗の業態転換等を進めてまいりましたが、売

上高の減少に伴う営業利益および経常利益の減少を補うには至りませんでした。 

当期純利益につきましては、のれん減損損失、投資有価証券の評価損および店舗の減損損失等の特別損失を計上し

たため、計画を下回ることとなりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は20,198百万円（前年同四半期比11.7％減）、

営業利益は183百万円（同68.7％減）、経常利益は70百万円（同87.2％減）、四半期純損失は329百万円（同636百万円

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２四半期連結累計期間における外食サービス事業の売上高は18,475百万円（前年同四半期比7.3％減）となり、

営業利益は768百万円（同26.8％減）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における印刷流通事業の売上高は1,723百万円（前年同四半期比41.7％減）となり、営業

損失は314百万円（同89.8％増）となりました。 

  
  

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,015百万円減少し、29,768百万円となりました。これ

は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が437百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が859百万円減少したこ

と、有形固定資産が107百万円減少したこと、無形固定資産が452百万円減少したこと、投資有価証券が704百万円増加

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348百万円減少したこと、その他の流動負債

が257百万円減少したこと、長期借入金が248百万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572百

万円減少し、22,374百万円となりました。 

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、四半期純損失の計上により329百万円減

少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ442百万円減少し、7,393百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は16.5％、１株当たり純資産は304円67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損失が 205百万円、減価償却費 824百万円、のれん

償却費 222百万円、減損損失 182百万円、仕入債務の減少 348百万円等により、688百万円の資金収入となりました。

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 573

百万円、投資有価証券の取得 719百万円等により、1,146百万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 231百万円、長期借入金の増加 3,260百万円、長期借入

金の返済 2,786百万円、配当金の支払 119百万円等により、19百万円の資金収入となりました。 

以上の結果、当第２四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437百万円減少し、

827百万円となりました。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期通期の連結業績見通しは、平成21年11月６日に公表いたしましたとおり、売上高 40,000百万円、 

営業利益 600百万円、経常利益 350百万円、当期純損失 550百万円を見込んでおります。 

  
  
  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 827 1,265

受取手形及び売掛金 1,258 2,117

有価証券 － 23

商品及び製品 44 41

仕掛品 63 85

原材料及び貯蔵品 203 207

繰延税金資産 212 265

その他 1,037 848

貸倒引当金 △43 △199

流動資産合計 3,602 4,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,692 10,735

機械装置及び運搬具（純額） 671 657

工具、器具及び備品（純額） 1,043 1,105

リース資産（純額） 235 277

土地 2,569 2,569

建設仮勘定 76 51

有形固定資産合計 15,288 15,396

無形固定資産   

のれん 2,405 2,783

その他 703 777

無形固定資産合計 3,108 3,560

投資その他の資産   

投資有価証券 1,200 495

長期貸付金 539 561

敷金及び保証金 4,648 4,817

繰延税金資産 1,214 1,169

その他 703 168

貸倒引当金 △538 △43

投資その他の資産合計 7,767 7,168

固定資産合計 26,164 26,126

繰延資産 1 2

資産合計 29,768 30,783
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,487 2,836

短期借入金 7,219 7,225

未払金 741 690

未払費用 786 882

未払法人税等 122 205

賞与引当金 220 304

その他 618 875

流動負債合計 12,195 13,019

固定負債   

社債 50 60

長期借入金 8,761 8,512

その他 1,367 1,355

固定負債合計 10,179 9,927

負債合計 22,374 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 △499 △48

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,985 5,430

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 △77

評価・換算差額等合計 △80 △77

新株予約権 88 83

少数株主持分 2,400 2,400

純資産合計 7,393 7,836

負債純資産合計 29,768 30,783
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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：百万円）

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

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

売上高 22,877 20,198

売上原価 8,812 7,142

売上総利益 14,064 13,056

販売費及び一般管理費 13,478 12,872

営業利益 586 183

営業外収益   

受取利息及び配当金 9 13

協賛金収入 107 －

その他 60 53

営業外収益合計 176 67

営業外費用   

支払利息 192 171

その他 21 9

営業外費用合計 214 181

経常利益 547 70

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 13 0

保険差益 142 －

その他 2 －

特別利益合計 159 0

特別損失   

固定資産除却損 4 14

投資有価証券評価損 － 32

減損損失 50 182

店舗閉鎖損失 － 36

その他 90 10

特別損失合計 145 276

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

561 △205

法人税、住民税及び事業税 196 112

法人税等調整額 58 11

法人税等合計 255 124

四半期純利益又は四半期純損失（△） 306 △329
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

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

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

売上高 11,713 10,113

売上原価 4,489 3,583

売上総利益 7,223 6,530

販売費及び一般管理費 6,771 6,569

営業利益又は営業損失（△） 452 △39

営業外収益   

受取利息及び配当金 7 8

協賛金収入 53 －

その他 15 31

営業外収益合計 77 40

営業外費用   

支払利息 96 83

その他 8 3

営業外費用合計 104 87

経常利益又は経常損失（△） 424 △86

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13 0

その他 0 －

特別利益合計 13 0

特別損失   

固定資産除却損 1 9

投資有価証券評価損 － 32

減損損失 － 155

店舗閉鎖損失 － 12

その他 61 9

特別損失合計 63 219

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

374 △306

法人税、住民税及び事業税 136 69

法人税等調整額 △6 △65

法人税等合計 130 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） 244 △310
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

561 △205

減価償却費 774 824

のれん償却額 218 222

減損損失 50 182

繰延資産償却額 1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 131 338

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 △83

新株予約権発行に伴うみなし人件費 21 11

受取利息及び受取配当金 △9 △13

支払利息 192 171

為替差損益（△は益） △0 －

有価証券評価損益（△は益） 6 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 32

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） － 14

有形固定資産売却損益（△は益） △1 －

有形固定資産除却損 4 －

無形固定資産除却損 0 －

保険差益 △142 －

売上債権の増減額（△は増加） 114 338

たな卸資産の増減額（△は増加） 26 23

その他の流動資産の増減額（△は増加） 117 △142

仕入債務の増減額（△は減少） △23 △348

預り保証金の増減額（△は減少） △3 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43 △353

その他 － 74

小計 2,101 1,086

利息及び配当金の受取額 9 13

利息の支払額 △195 △170

保険金の受取額 150 －

法人税等の支払額 △99 △240

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,965 688
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（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △620 △573

有形固定資産の売却による収入 3 17

無形固定資産の取得による支出 △165 △29

投資有価証券の取得による支出 △126 △719

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） △385 1

長期貸付けによる支出 △15 －

長期貸付金の回収による収入 2 21

長期未収入金の増減額（△は増加） 7 26

営業譲受による支出 △500 －

敷金及び保証金の差入による支出 △96 △51

敷金及び保証金の回収による収入 164 216

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 23

その他 △39 △79

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,743 △1,146

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） △411 △231

長期借入れによる収入 1,530 3,260

長期借入金の返済による支出 △2,594 △2,786

長期未払金の増加による収入 72 38

長期未払金の返済による支出 △62 △63

リース債務の返済による支出 △23 △68

社債の償還による支出 △10 △10

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 △120 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,120 19

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △898 △437

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 793 827
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９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２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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

19,921 2,956 22,877 ― 22,877

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

0 132 132 (132) ―

計 19,921 3,088 23,010 (132) 22,877

営業利益又は営業損失(△) 1,049 △165 883 (297) 586

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

18,475 1,723 20,198 ― 20,198

 (2) セグメント間の内部 
   売上高

22 76 98 (98) ―

計 18,497 1,800 20,297 (98) 20,198

営業利益又は営業損失(△) 768 △314 453 (269) 183

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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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