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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 5,965 △7.6 139 △33.1 170 △28.8 81 18.6
21年3月期第3四半期 6,458 ― 208 ― 239 ― 68 ―

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3四半期 3.46 ―

21年3月期第3四半期 2.92 ―

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3四半期 5,892 2,682 45.5 113.76
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3四半期  2,682百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 23,580,400株 21年3月期第3四半期 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。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、国内外の景気対策による輸出や製造に一部持ち直し傾向がみられる

ものの全体としての雇用情勢・所得環境はいまだ改善傾向になく、個人消費はいまだ回復に至っておりません。特に

外食業界を取り巻く環境は、生活防衛意識の高まりから低価格志向が顕著となり企業間の価格競争が激化するなど、

その経営環境は激しさを増しております。 

 この様な環境に対応するため当社におきましては、環境の変化をチャンスととらえ引き続きスピード感のある経営

に全社一丸となって取り組んで参りました。 

 「外食事業」につきましては、当第３四半期会計期間に株式会社トータルプロシステムより、ショッピングセンタ

ーを中心に全国的に展開していた石焼きビビンバ「あんにょん」、ちゃんぽん座「十鉄」等の商標等の譲り受けを実

施いたしました。特に「あんにょん」はフランチャイズを含め最盛期には全国で約70店舗を展開していたブランドで

あり、石焼きビビンバのブランドとしては大変高い知名度をもっております。今後当社主力ブランドのひとつと位置

付け、メニュー・物流等の積極的な見直しにより更なるブランドの価値向上を図ってまいります。また昨今の顧客の

低価格志向を受け、全体の中でも「長崎ちゃんめん」、セルフうどん「麦まる」等の日常食業態が好調を維持してお

ります。特に「おむらいす亭」では、レストラン店にて生パテから店内で焼き上げるハンバーグセットを導入、フー

ドコート店では490円均一価格メニューを導入するなど積極的なメニュー展開を実施することにより、昨年を大きく

上回る実績を残すことが出来ております。冬期に強いちゃんこ料理「江戸沢」も大きく収益確保ができており、経営

環境の厳しい中これら業態に経営資源を集中することにより、今後も確実に収益を確保してまいります。結果、当第

３四半期会計期間末の外食事業店舗数は直営店舗数111店舗ＦＣ76店舗となっております。 

 「教育事業」につきましては、当会計期間においても学習塾３校舎の引き受けを行っております。計画どおり今後

も当社事業の新たな柱とするべく積極的な出店を予定しております。結果当第３四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。 

 「製造販売部門」につきましては、年末の「おせち製造販売」は総数23,016個（昨年対比104.2％）の結果となり

ました。大手コンビニエンスストアや百貨店、スーパー等の競合が増え市場は激化しておりますが、今後の生産拡大

に向けて、外部フードコーディネイターとの連携による新商品企画、新規販売代理店の増加等の効果により、昨年を

上回る販売実績を残すことができ、大きく当第３四半期会計期間の収益に貢献しております。 

 以上のような結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,965百万円（前年同四半期比△7.6％）となり、営業利益

139百万円（前年同四半期比△33.1％）、経常利益170百万円（前年同四半期比△28.8％）、四半期純利益81百万円

（前年同四半期比18.6％）の実績となりました。 

  

  当第３四半期会計期間末の総資産額は5,892百万円となり、前事業年度末と比較し17百万円増加いたしました。 

 その主な要因は、流動資産その他143百万円の減少があったものの受取手形及び売掛金301百万円の増加によるもの

であります。 

 負債総額は3,210百万円となり、前事業年度末と比較し79百万円減少いたしました。 

 その主な要因は買掛金266百万円の増加があったものの1年以内返済予定の長期借入金93百万円及び長期借入金211

百万円の減少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、平成21年11月10日に公表いたしました業績予想と変更はございませ

ん。 

  

  

①簡便な会計処理  

ⅰ．当第３四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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 393,079 297,084

受取手形及び売掛金 493,401 191,730

商品及び製品 24,759 26,762

原材料及び貯蔵品 81,680 77,119

その他 197,791 341,084

貸倒引当金 △9,113 △4,847

流動資産合計 1,181,598 928,932

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,365,427 1,493,483

土地 1,687,629 1,687,629

その他（純額） 260,080 298,368

有形固定資産合計 3,313,137 3,479,480

無形固定資産 45,472 46,123

投資その他の資産   

敷金及び保証金 918,672 954,452

その他 467,156 499,714

貸倒引当金 △33,378 △33,065

投資その他の資産合計 1,352,450 1,421,101

固定資産合計 4,711,060 4,946,705

資産合計 5,892,658 5,875,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 432,059 165,124

短期借入金 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 610,901 704,396

未払法人税等 37,292 31,725

引当金 13,877 21,012

その他 498,644 509,742

流動負債合計 1,672,774 1,512,000

固定負債   

長期借入金 1,432,260 1,644,010

引当金 37,000 45,500

その他 68,172 87,802

固定負債合計 1,537,432 1,777,312

負債合計 3,210,207 3,289,313
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 446,139 364,461

自己株式 △658 △658

株主資本合計 2,682,451 2,600,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △14,447

評価・換算差額等合計 － △14,447

純資産合計 2,682,451 2,586,325

負債純資産合計 5,892,658 5,875,638
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,458,960 5,965,316

売上原価 2,182,966 2,161,484

売上総利益 4,275,994 3,803,831

販売費及び一般管理費 4,067,864 3,664,659

営業利益 208,129 139,172

営業外収益   

受取利息 4,692 4,416

受取配当金 894 718

投資不動産賃貸料 76,429 68,259

その他 74,038 49,568

営業外収益合計 156,054 122,963

営業外費用   

支払利息 33,377 26,595

不動産賃貸費用 70,977 64,110

その他 20,104 667

営業外費用合計 124,458 91,374

経常利益 239,724 170,761

特別利益   

固定資産売却益 － 455

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 6,745

原状回復損失引当金戻入益 － 8,500

その他 － 227

特別利益合計 － 15,928

特別損失   

固定資産売却損 － 270

投資有価証券売却損 － 14,115

投資有価証券評価損 19,983 －

減損損失 74,674 33,163

固定資産除却損 5,802 －

店舗閉鎖損失 29,884 9,961

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,943 9,362

特別損失合計 142,288 66,873

税引前四半期純利益 97,436 119,816

法人税、住民税及び事業税 28,562 33,050

法人税等調整額 － 5,088

四半期純利益 68,874 81,678
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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