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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 6,258 ― 353 ― 420 ― 184 ―
21年2月期第3四半期 6,369 28.2 364 10.1 430 18.8 362 100.8

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3四半期 2,159.44 1,939.95
21年2月期第3四半期 4,250.40 3,804.28

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3四半期 5,715 3,816 66.8 44,761.29
21年2月期 6,419 3,693 57.5 43,323.79

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  3,816百万円 21年2月期  3,693百万円

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 ― ― ― ― ―
22年2月期 ― 500.00 ―
22年2月期 

（予想）
500.00 1,000.00

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 9,113 3.8 717 1.8 812 1.7 442 △11.8 5,184.16



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．その他をご覧ください。 

(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．その他をご覧ください。 

(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．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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、５ページ 定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 86,604株 21年2月期  86,600株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  1,337株 21年2月期  1,337株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 85,265株 21年2月期第3四半期 85,255株



 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年の世界的な金融市場の混乱に端を発した景気低迷により、引き続

き厳しい状況が続きました。個人消費は、一部で政策効果は見られるものの、厳しい雇用情勢・所得環境が続いてい

ることから、依然低迷しております。 

 このような環境の中、外食産業におきましても値下げ競争を主とした企業間競争が一層激化し、極めて厳しい経営

環境となりました。 

 このような状況の下当社グループにおきましては、「天地旬鮮 八吉」に代表される客単価4,000円を超える和食

居酒屋を中心に、主として東京都内のビジネス街に店舗展開を進めておりますが、当第３四半期連結累計期間におき

ましては、他店との値下げ競争に対し、あえて追随することはせず、新規出店も最小限に抑え（当第３四半期連結累

計期間では２店舗）、地道な既存店舗の営業及び設備の両面でのテコ入れを実施いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間末の店舗数は、68店舗となっております。当連結会計年度末までには、平成22年１月下

旬に開店予定の「銀座酒房 六角 銀座七丁目店」(仮称)と、賃借物件の都合で閉店を余儀なくされる１店舗と合わ

せて現在と変わらず68店舗体制となる予定であります。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,258,737千円、営業利益は353,709千円、経常利益は420,257

千円、四半期純利益は184,123千円となりました。 

 今後も既存店の落ち込みを最小限に抑えつつ、無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港での鮮魚を直

接買付けることのできる権利、すなわち買参権をさらに活かすべく、新規業態の開発や、新卒社員を大量に採用し将

来の幹部候補生を養成するなどといった戦略的な経営を引き続き実施していく所存であります。 

① 売上高 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、6,258,737千円となりました。当第３四半期連結累計期間における既存店

舗及び新規オープン２店舗（天地旬鮮 八吉 秋葉原中央口店及び赤坂店）の売上高は、夏場から秋口にかけて厳し

い状態はあったものの、11月以降、はっきりと持ち直したことが確認できる店舗が多く存在し、総じて概ね堅調に推

移いたしました。 

 当社は、新潟県糸魚川市および島根県浜田市において、漁港に水揚げされた鮮魚をその場で買い付けることができ

る権利である買参権を取得し、それぞれ各所に営業所を開設しております。又、今後の買参権取得を視野に入れ平成

20年８月に宮城県の塩竈市に営業所を開設しております。これら各営業所は、漁港で直接鮮魚を仕入れ、干物等の加

工を行うと同時に「天地旬鮮 八吉」を中心とする当社グループの各店舗並びに取引業者へ発送を行っております。

買参権の取得に伴う営業所の開設で、鮮魚を直接お客様に提供する流通システムが確立いたしました。その強みを生

かすべく、先行き「天地旬鮮 八吉」を中心に新規出店を行っていく予定であります。平成21年６月24日にオープン

いたしました「天地旬鮮 八吉 秋葉原中央口店」に加えて、平成21年10月14日には「天地旬鮮 八吉 赤坂店」を

新規開店いたしました。さらに、平成22年１月下旬には「銀座酒房 六角 銀座七丁目店」(仮称)を新規開店する予

定でございます。 

② 営業利益 

 当第３四半期連結累計期間の売上総利益は4,651,895千円、営業利益は353,709千円となっております。なお、売上

原価率は25.7％となっております。売上高営業利益率は5.7％と新規開店による初期投資関連費用等がかさみ利益率

を押し下げる結果となりました。 

 また、外食産業の経費効率を表す指標として、「FLコスト比率」があげられます。これは売上高に占めるF(原材料

費）とL（人件費）の合計額の割合であります。外食産業の標準的なFLコスト比率は60％から65％といわれている中

で、当社は51.7％を実現しております。このような「低コスト体質」は、買参権を利用した鮮魚仕入や売買参加権を

利用した青果物等の仕入などによる原価率の低減と、一人当たりの人件費が安価なのではなく「一人当たりの売上

高」が高いことから可能となる、人件費率低減の両立により実現しております。 

③ 経常利益 

 当第３四半期連結累計期間の経常利益は420,257千円となっております。当第３四半期連結累計期間における営業

外損益の主な内容は、営業外収益として協賛金収入85,933千円、営業外費用として支払利息16,079千円及び貸倒引当

金繰入額9,561千円が計上されております。結果、売上高対経常利益率は6.7％となっております。 

 当社グループは、数ある指標の中でこの「売上高対経常利益率」の指数を最重要と位置づけております。むやみな

「規模の拡大」をせず、常に規模に応じた必要利益を設定しながらその実現のために邁進し続けることが株主皆様を

はじめとするステークホルダーの方々のご期待に沿うものだと考えております。今後も利益率アップのための様々な

取り組みを今後も続けてまいります。 

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
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④ 四半期純利益 

 当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は184,123千円となっております。当第３四半期連結累計期間における

特別損益の主な内容は、特別利益として、固定資産売却益3,028千円及び受取保険金3,830千円があり、また特別損失

のうち主なものとしては、固定資産除却損8,069千円及び損害賠償金4,125千円となっております。 

 法人税等は、法人税等調整額と合わせまして、227,369千円計上されております。  

  

 当第３四半期連結会計期間末における資産の部は、5,715,510千円、負債の部は1,898,849千円、純資産の部は

3,816,660千円となりました。この結果、自己資本比率は66.8％となっております。 

① 流動資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,274,541千円となり、前連結会計年度末と比較して613,709

千円減少しております。主な要因は、現金及び預金が727,550千円減少したことによるものです。なお、当第3四

半期連結会計期間末の流動資産÷流動負債で表される流動比率は、前連結会計年度末と比較して17.7ポイント増

加し、136.0％となりました。  

② 固定資産 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は4,440,969千円となり、前連結会計年度末と比較して89,960

千円減少しております。主な要因は、減価償却及びのれん償却による減少442,944千円、新規店舗の契約等によ

る増加113,936千円、投資有価証券の取得による増加204,500千円によるものです。 

③ 流動負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は937,315千円となり、前連結会計年度末と比較して658,740千

円減少しております。主な要因は、未払法人税等の減少496,640千円、1年内償還予定の社債の減少115,000千円

によるものです。 

④ 固定負債 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は961,533千円となり、前連結会計年度末と比較して167,674千

円減少しております。主な要因は、長期借入金の返済による減少113,488千円、長期前受収益の期間経過による

減少45,592千円によるものです。 

⑤ 純資産 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は3,816,660千円となり、前連結会計年度末と比較して122,744千

円増加しております。主な要因は、当第３四半期連結累計期間における四半期純利益184,123千円の計上による

利益剰余金の増加及び中間配当金による利益剰余金の減少42,633千円、その他有価証券評価差額金△18,756千円

計上による減少であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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「サマリー情報」に記載した平成22年２月期の連結業績予想は、平成21年４月９日に公表いたしました連結業績予想

から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。 

   

①簡便な会計処理  

１．定率法を採用している資産については、当連結会計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．当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

３．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額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。また、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。   

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 
該当事項はありません。 

  

①四半期連結財務諸表に係る会計基準の適用  

 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。 

②会計処理基準に関する事項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 ）により算定しております。これによる損益に与える影響はありませ

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 631,638 1,359,189

売掛金 148,327 129,255

商品 212,630 170,116

その他 281,945 229,689

流動資産合計 1,274,541 1,888,250

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,955,873 2,898,638

減価償却累計額 △1,530,931 △1,344,415

建物（純額） 1,424,942 1,554,222

土地 577,891 577,891

その他 893,554 867,203

減価償却累計額 △705,404 △637,894

その他（純額） 188,150 229,309

有形固定資産合計 2,190,983 2,361,423

無形固定資産   

のれん 468,994 624,144

その他 31,495 23,243

無形固定資産合計 500,489 647,387

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,370,932 1,327,719

投資有価証券 204,500 －

その他 198,679 209,452

貸倒引当金 △24,615 △15,054

投資その他の資産合計 1,749,496 1,522,118

固定資産合計 4,440,969 4,530,929

資産合計 5,715,510 6,419,180
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 157,589 154,592

1年内償還予定の社債 10,000 125,000

1年内返済予定の長期借入金 328,564 330,103

未払法人税等 － 496,640

その他 441,161 489,719

流動負債合計 937,315 1,596,055

固定負債   

社債 15,000 20,000

長期借入金 778,718 892,207

その他 167,815 217,001

固定負債合計 961,533 1,129,208

負債合計 1,898,849 2,725,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,696 1,160,691

資本剰余金 1,219,766 1,219,761

利益剰余金 1,573,776 1,432,285

自己株式 △118,821 △118,821

株主資本合計 3,835,416 3,693,916

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,756 －

評価・換算差額等合計 △18,756 －

純資産合計 3,816,660 3,693,916

負債純資産合計 5,715,510 6,419,180
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,258,737

売上原価 1,606,841

売上総利益 4,651,895

販売費及び一般管理費 4,298,185

営業利益 353,709

営業外収益  

受取利息 451

受取配当金 30

協賛金収入 85,933

その他 10,288

営業外収益合計 96,704

営業外費用  

支払利息 16,079

貸倒損失 3,812

貸倒引当金繰入額 9,561

その他 704

営業外費用合計 30,157

経常利益 420,257

特別利益  

固定資産売却益 3,028

受取保険金 3,830

特別利益合計 6,859

特別損失  

固定資産除却損 8,069

損害賠償金 4,125

前期損益修正損 1,485

その他 1,942

特別損失合計 15,622

税金等調整前四半期純利益 411,493

法人税、住民税及び事業税 180,104

法人税等調整額 47,264

法人税等合計 227,369

四半期純利益 184,123
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 411,493

減価償却費 287,794

のれん償却額 155,150

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,561

受取利息及び受取配当金 △481

支払利息 16,079

貸倒損失 3,812

有形固定資産売却損益（△は益） △3,028

固定資産除却損 8,069

受取保険金 △3,830

損害賠償金 4,125

売上債権の増減額（△は増加） △19,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,514

仕入債務の増減額（△は減少） 2,996

未払金の増減額（△は減少） △2,058

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,625

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,134

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,864

その他の固定負債の増減額（△は減少） △49,160

その他 910

小計 740,491

利息及び配当金の受取額 325

利息の支払額 △14,999

保険金の受取額 3,830

損害賠償金の支払額 △4,125

法人税等の支払額 △745,515

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,992

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 △117,377

有形固定資産の売却による収入 3,065

無形固定資産の取得による支出 △18,416

投資有価証券の取得による支出 △236,123

定期預金の払戻による収入 105,000

定期預金の預入による支出 △86,500

敷金及び保証金の差入による支出 △72,906

敷金及び保証金の回収による収入 19,904

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,655

その他 368

投資活動によるキャッシュ・フロー △401,331
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 572,000

長期借入金の返済による支出 △687,028

割賦債務の返済による支出 △9,988

社債の償還による支出 △120,000

株式の発行による収入 10

配当金の支払額 △42,633

その他 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー △287,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △709,076

現金及び現金同等物の期首残高 1,283,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 574,581
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）  

 飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高及び営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11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在外支店がないため、記載しておりません。 

  

        当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 海外売上高がないため記載しておりません。  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

   

  
前年同四半期 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       6,369,819  100.0

Ⅱ 売上原価       1,642,638  25.8

売上総利益       4,727,180  74.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費       4,363,101  68.5

営業利益       364,079  5.7

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  697           

２．受取配当金    60           

３．協賛金収入  79,786           

４．その他  12,033  92,576  1.5

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  24,533           

２．その他  2,012  26,545  0.4

経常利益       430,110  6.8

Ⅵ 特別利益                

１．損害賠償金収入  354,000           

２．その他  5,831  359,831  5.6

Ⅶ 特別損失                

１．店舗撤退損失  20,344            

２．固定資産除却損  50,832           

３．過年度償却資産税  5,845           

４．解約違約金  6,946            

５．その他  5,429  89,398  1.4

税金等調整前四半期純利益       700,543  11.0

法人税、住民税及び事業税  325,056            

法人税等調整額  13,119  338,175  5.3

四半期純利益       362,367  5.7
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 700,543

減価償却費 332,699

のれん償却額 149,151

受取利息及び受取配当金 △757

支払利息 24,533

損害賠償金収入 △354,000

固定資産除却損 50,832

店舗撤退損失 20,344

未払消費税等の減少額 △40,233

売上債権の増加額 △199

たな卸資産の増加額 △14,386

仕入債務の減少額 △571

未払金の増加額 47,675

その他流動資産の増加額 △25,225

その他流動負債の減少額 △86,059

その他固定負債の減少額 △2,890

その他 39,796

小計 841,254

利息及び配当金の受取額 749

利息の支払額 △20,552

損害賠償金の受取額 354,000

違約金等の支払額 △6,946

法人税等の支払額 △344,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 824,468

Ⅱ 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 △497,082

無形固定資産の取得による支出 △2,735

投資有価証券の売却による収入  15,187

新規連結子会社株式の取得による支出  △405,086

定期預金の預入による支出 △88,500

定期預金の払出による収入 103,000

敷金保証金の差入による支出 △49,439

敷金保証金の回収による収入 55,389

短期貸付金の純増減額 4,066

その他 12,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △853,197
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前年同四半期 

（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出  △303,350

短期借入金の返済による支出 △170,000

割賦債務の返済による支出 △62,428

社債の償還による支出 △70,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △205,778

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △234,508

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,119,969

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 885,461
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメント売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11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在外支店がないため、記載しておりません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高がないため記載しておりません。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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