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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,310 △13.5 129 37.2 57 629.3 △397 ―

21年3月期第3四半期 9,612 ― 94 ― 7 ― △867 ―

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 △2,408.88 ―

21年3月期第3四半期 △6,838.01 ―

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 3,965 54 1.4 333.37
21年3月期 5,901 455 7.7 2,742.91

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  54百万円 21年3月期  452百万円

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 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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  有  
 

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 10,100 △19.4 260 139.8 150 ― 20 ― 121.23
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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）  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。 

(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） 

(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 

上記の業績予想は、当社が本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により実際の数値と異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
株式会社フーディアム・インターナシ
ョナル

）

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 165,000株 21年3月期  165,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  24株 21年3月期  24株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 164,976株 21年3月期第3四半期 126,810株
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策等により一部持ち直しの兆しがみられ
るものの、失業率が過去最高水準になるなど、依然として厳しい状況が続いております。  
 このような経済環境の下、外食産業におきましても雇用・所得環境への不安等から消費者の生活防衛意
識の高まりとデフレを背景とした値下げ競争によって企業間競争が一層激化するなど依然として厳しい経
営環境が続いております。  
 このように取り巻く環境が厳しさを増すなか、当社グループは経営理念「ラポール（相互信頼）」に基
づき、既存事業のノウハウ共有や情報共有を行い、「シナジー（相乗効果）」を創出する事で、グループ
全体の企業価値の創造と構築を目指しながら、既存事業のブラッシュアップと新たな事業の開発も視野に
入れた店舗運営の効率化と基盤作りに取り組んでまいりました。しかし、既存事業の業績につきまして
は、既存店売上高前年同期比が、「牛角」98.4％、「とりでん」93.6％、「おだいどこ」88.2％、「とり
鉄」93.3％となり依然として厳しい状況が続く結果となりました。  
 株式会社プライム・リンクにおいては、「牛角」事業で、「牛角秋冬マーケティング施策」と称し、Ｔ
ＶＣＭを中心としたマス媒体による告知活動を実施し、「牛角の日’09フェア」「ザ・プレミアムモルツ
キャンペーン」等で休眠客の誘引を促す販売促進活動を行い、「美味しいものをより安く」というコンセ
プトの下、グランドメニューの改定を行っております。「とりでん」事業では、電気使用量やＣＯ2排出
量の削減により環境問題に積極的に貢献すべく、店舗へ省エネ電球を取り入れるなど、環境とコスト削減
に対応できる店舗体制作りに着手するかたわら、鍋メニューの早期導入を実施する事で11月度の既存店宴
会売上高構成比を前年比で３ポイント上昇させ、12月度も２ポイント上昇させるなどの改善を実現させま
した。「おだいどこ」事業では、宴会需要の掘り起こしと客単価のアップを目的に鍋メニューの早期導入
を行ったところ、計画どおりの結果となり、10月度の既存店客単価前年比が100.8％となりました。ま
た、12月度においては、全店舗数の３割強の店舗において月間売上高の過去最高記録を達成するなど、業
績改善に明るい兆しが見えてまいりました。その他、コスト削減とゴミ削減による環境保護を目的とした
活動として、「リターナブル箸」「リターナブルコースター」を全店舗へ導入いたしております。  
 株式会社とり鉄においては、「鶏専門店として鶏料理を極める」というコンセプトの下、より多くのお
客様に「烏骨鶏（うこっけい）」を召し上がって頂けるように販売を開始した「楽美鶏もも肉と鳥骨鶏玉
子の親子丼」などが好評となり直営店舗で前年客単価を超える結果に結びついた事や「鳥骨鶏de BINGO」
等のキャンペーンの実施によって12月度は既存店客単価前年比が99.2％と前年並みを維持しました。ま
た、11月に開設した「とり鉄予約センター」も順調に稼動し、お客様のお問い合わせや宴会獲得ロスの削
減に大きく貢献しております。  
 株式会社ゲンジフーズにおいては、既存店売上高前年同期比が84.4％となりました。「貴族の森」にお
いては、「あつあつフェア」メニューを期間限定商品として販売いたしました。また11月には店舗スタッ
フの調理技術向上を図り、より美味しい料理をお客様へ提供するため、調理技能コンテストを開催いたし
ました。「源氏家族」では、一部店舗で実施していた「数量限定得得ランチ」の販売店舗を６店舗へ拡大
させました。また、昨年好評を頂いた「平日ディナータイム限定寿司食べ放題」の復活と初の試みとなる
宴会獲得へ向けた法人営業や携帯販促による会員獲得活動を行っております。  
 また、連結子会社である株式会社フーディアム・インターナショナルについては、平成21年11月27日に
株式譲渡をしており、連結範囲から除外しております。  
 以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,310百万円（前年同四半期比86.5％）、営業利益
は129百万円（前年同四半期比137.2％）、経常利益は57百万円（前年同四半期比729.3％）、四半期純損
失は397百万円（前年同四半期純損失867百万円）となりました。なお、当第３四半期連結累計期間におい
て、減損損失367百万円、賃貸契約和解損失52百万円及び訴訟の和解に伴う損失26百万円等を特別損失と
して計上しております。  
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

株式会社プライム・リンクにおいては、「牛角」４店舗と「おだいどこ」２店舗の合計６店舗を加盟
企業様より譲り受け直営店舗とするかたわら、「おだいどこ」１店舗を開店いたしました。一方、「牛
角」１店舗を閉店いたしております。株式会社とり鉄においては、「とり鉄」１店舗を閉店いたしまし
た。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間末における当社グループの直営店舗数は当グループから分離し
た株式会社フーディアム・インターナショナルの店舗減少を含め63店舗となり、店舗運営事業の売上高
は4,824百万円（前年同四半期比10.3％減）となりました。 

株式会社プライム・リンクでは、「牛角」６店舗、「とりでん」２店舗及び「おだいどこ」２店舗を
閉店いたしました。また、当グループから分離した株式会社フーディアム・インターナショナルの店舗
減少を含めた結果、当第３四半期連結累計期間末における当社グループのフランチャイズ店舗数は334
店舗、フランチャイズ加盟契約件数は615件となりました。  
 また、株式会社プライム・リンクが行っている同社の一部ブランドの店舗向け食材の売上高を加えた

【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

①店舗運営事業

②フランチャイズ事業

Page 1 of 30121409692202_001.html
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結果、フランチャイズ事業の売上高は3,034百万円（前年同四半期比15.7％減）となりました。 

ソリューション事業におきましては、主として販売促進支援に取り組んでおり、フランチャイズ店舗
並びに他の飲食企業へ対して、「ＷＥＢＤＭシステム」を用いた販促提案を中心に活動いたしました。
フランチャイズ店舗の本システム導入店舗数は、「牛角」、「とりでん」、「おだいどこ」事業合計
で、全体の65.7％となっております。  
 その他、転貸事業における売上高を加えた結果、その他事業の売上高は451百万円（前年同四半期比
29.2％減）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間末の総資産は3,965百万円となり、前連結会計年度末に比較し1,936百万円
減少いたしました。これは主に、株式会社フーディアム・インターナショナルの株式売却に伴う連結か
らの除外等によるものであります。  
 負債合計は3,910百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,536百万円減少いたしました。これは主
に、株式会社フーディアム・インターナショナルの株式売却に伴う連結からの除外によるものと借入金
の返済によるものであります。  
 純資産については、四半期純損失の計上により、前連結会計年度末と比べ400百万円減少し、54百万
円となっております。  

  

当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末
に比べて200百万円増加し389百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因
は、次のとおりとなりました。 

営業活動の結果得られた資金は、539百万円（前年同四半期860百万円）となりました。これは、主
に減価償却費271百万円及びのれん償却費74百万円によるものであります。 

投資活動の結果得られた資金は、169百万円（前年同四半期△274百万円）となりました。これは、
主に株式会社フーディアム・インターナショナルの株式売却による収入207百万円、定期預金の払戻
による収入60百万円及び有形固定資産の取得による支出55百万円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、508百万円（前年同四半期764百万円）となりました。これは、主
に長短借入金の返済及び社債の償還によるものであります。なお、連結子会社である株式会社ゲンジ
フーズは、一部の金融機関からの借入金について、当該金融機関同意の下、当連結会計期間末に期限
を迎えた約定弁済につき返済を停止しておりました。平成22年２月３日付けの株式会社ゲンジフーズ
の株式譲渡に伴い、当該借入金は連結貸借対照表から除外されるとともに、当社が当該借入金のうち
60,000千円の債務保証を行うことが確定いたしました。 

  

③その他事業

2. 連結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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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平成22年３月期の連結業績予想につきましては、株式会社ゲンジフーズの株式譲渡等により平成21年11
月12日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年2月
10日）公表の「特別利益の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

平成21年11月27日付けで株式会社フーディアム・インターナショナルの当社が保有する株式全て売却
したため、当第３四半期連結期間末より連結の範囲から除外しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いとみとめられるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。  

定率法を採用している資産については、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。 

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。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。 

  

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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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12月31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 399,902 230,759 

売掛金 692,651 750,527 

商品 38,315 47,951 

貯蔵品 12,616 10,368 

繰延税金資産 67,969 89,587 

その他 181,531 494,387 

貸倒引当金 △23,490 △42,553 

流動資産合計 1,369,496 1,581,028 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 772,096 1,312,964 

その他（純額） 290,447 426,595 

有形固定資産合計 1,062,544 1,739,559 

無形固定資産   

のれん 345,216 941,730 

その他 99,790 140,433 

無形固定資産合計 445,007 1,082,164 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 866,272 1,248,761 

その他 249,021 286,301 

貸倒引当金 △27,148 △36,178 

投資その他の資産合計 1,088,145 1,498,884 

固定資産合計 2,595,697 4,320,609 

資産合計 3,965,193 5,901,637 

負債の部   

流動負債   

買掛金 656,645 506,890 

短期借入金 175,000 350,000 

1年内返済予定の長期借入金 437,200 579,784 

未払法人税等 19,792 37,198 

賞与引当金 － 6,561 

その他 781,816 1,177,618 

流動負債合計 2,070,454 2,658,052 

固定負債   

社債 272,000 485,000 

長期借入金 860,500 1,410,374 

受入保証金 559,626 610,678 

退職給付引当金 － 15,179 
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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12月31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) 

その他 147,613 267,159 

固定負債合計 1,839,740 2,788,391 

負債合計 3,910,195 5,446,444 

純資産の部   

株主資本   

資本金 576,688 576,688 

資本剰余金 534,986 534,986 

利益剰余金 △1,055,014 △657,606 

自己株式 △1,428 △1,428 

株主資本合計 55,232 452,640 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △234 △126 

評価・換算差額等合計 △234 △126 

少数株主持分 － 2,678 

純資産合計 54,998 455,192 

負債純資産合計 3,965,193 5,901,637 
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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)

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

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

売上高 9,612,943 8,310,813 

売上原価 4,596,143 3,852,143 

売上総利益 5,016,800 4,458,669 

販売費及び一般管理費 4,922,265 4,328,933 

営業利益 94,534 129,735 

営業外収益   

受取利息 1,429 1,750 

受取配当金 0 0 

その他 15,784 11,096 

営業外収益合計 17,213 12,846 

営業外費用   

支払利息 84,848 63,145 

その他 19,072 22,349 

営業外費用合計 103,920 85,494 

経常利益 7,827 57,088 

特別利益   

前期損益修正益 － 6,280 

固定資産売却益 62 421 

関係会社株式売却益 － 31,679 

貸倒引当金戻入額 － 8,345 

和解清算益 29,577 － 

その他 18,361 6,573 

特別利益合計 48,001 53,300 

特別損失   

前期損益修正損 1,714 － 

減損損失 854,419 367,192 

その他 38,994 94,786 

特別損失合計 895,129 461,978 

税金等調整前四半期純損失（△） △839,299 △351,590 

法人税、住民税及び事業税 30,897 25,371 

法人税等調整額 △4,037 21,618 

法人税等合計 26,859 46,990 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 968 △1,172 

四半期純損失（△） △867,128 △397,407 
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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)

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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損失（△） △839,299 △351,590 

減価償却費及びその他の償却費 274,371 271,542 

減損損失 854,419 367,192 

のれん償却額 133,157 74,706 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,509 △16,419 

受取利息及び受取配当金 △1,429 △1,750 

支払利息 84,848 63,145 

関係会社株式売却損益（△は益） － △31,679 

売上債権の増減額（△は増加） 157,972 10,005 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,928 △8,284 

仕入債務の増減額（△は減少） 174,062 205,671 

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,959 △25,964 

その他 56,016 83,362 

小計 867,739 639,936 

利息及び配当金の受取額 1,429 1,750 

利息の支払額 △69,977 △54,677 

法人税等の支払額 △34,086 △47,106 

受取手数料の受取額 95,238 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 860,343 539,903 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △170,200 △43,609 

定期預金の払戻による収入 212,200 60,009 

有形固定資産の取得による支出 △235,513 △55,824 

有形固定資産の売却による収入 26,546 2,315 

無形固定資産の取得による支出 △17,000 △1,000 

関係会社株式の取得による支出 △20,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △81,856 △12,092 

敷金及び保証金の回収による収入 7,300 21,533 

長期前払費用の取得による支出 △9,184 △2,728 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 207,747 

その他 13,074 △6,987 

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,632 169,362 
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(単位：千円)

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

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

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） △22,200 △120,000 

長期借入れによる収入 100,000 152,008 

長期借入金の返済による支出 △590,471 △277,150 

社債の償還による支出 △186,500 △186,500 

割賦債務の返済による支出 △65,016 △63,451 

リース債務の返済による支出 － △13,629 

財務活動によるキャッシュ・フロー △764,187 △508,722 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △178,476 200,543 

現金及び現金同等物の期首残高 996,954 189,359 

現金及び現金同等物の四半期末残高 818,477 389,902 
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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

Page 1 of 10121409692202_001.html
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