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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,920  △5.3  △3  －  △24  －  △22  －

22年３月期第１四半期  2,027  △7.3  27  －  2  －  △9  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △2,575  08  －      

22年３月期第１四半期  △1,020  76  －      

  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 

23年３月期第１四半期  6,776  447  6.6  50,199  53

22年３月期  6,853  485  7.1  54,462  73

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 447百万円 22年３月期 485百万円

  
年間配当金

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

22年３月期  －       0 00 －      500  00  500 00

23年３月期  －      

23年３月期（予想） 0 00 －      500  00  500 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  4,106  0.3  75  11.2  39  110.3  27  －  3,072  57

通期  8,322  △0.3  123  △7.9  49  48.6  24  8.4  2,762  11

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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。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等については、３ページ「業績予想に関する定性的情報」

をご覧下さい。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有 ・無

② ①以外の変更       ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,916株 22年３月期 8,916株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,916株 22年３月期１Ｑ 8,916株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間のわが国経済は、新興国向けの経済成長により、企業収益も大企業を中心に回復の兆しを

見せているものの、依然として雇用情勢の悪化、デフレ状況の継続等の下押しリスクは依然として高く、引き続き

厳しい状況が続いております。 

当社の事業地盤としております北海道・東北地方におきましては、国内でも特に雇用情勢が思わしくなく、個人

消費の低迷が続く厳しい環境の中で、店舗間競争は激化し、厳しい経営環境が続いております。 

このような経済状況のもと、当社においては経営基盤の充実強化に努め、業績の向上と社業の発展に総力を傾注

し、営業店舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるため、Ｑ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ（ク

リンリネス）・Ｔ（トレーニング）・Ｍ（マネジメント）を心掛け、原則に帰り基本に忠実に行動することを実践

して参りました。     

店舗展開におきましては、１店舗の新規出店を行い、１店舗の営業譲受及び５店舗の営業譲渡をいたしました。

これにより、当第１四半期会計期間における当社の稼動店舗は21業態107店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,920百万円（前年同期比5.3％減）となり、販売費及び一般管理

費の削減に努めたものの、営業損失３百万円（前年同期、営業利益27百万円）、経常損失24百万円（前年同期、経

常利益２百万円）となりました。また、特別利益に固定資産受贈益６百万円等を計上したものの、四半期純損失は

22百万円（前年同期、四半期純損失９百万円）となりました。 

セグメント別の情報は、次のとおりであります。 

①飲食事業 

当第１四半期会計期間における飲食事業におきましては、原材料価格の見直しをはじめとするコスト削減を進

めるとともに、オリジナルブランド業態を中心に、携帯電話を利用したクーポン特典やキャンペーン情報の発

信、ブランドイメージの訴求を行うためのテレビＣＭの投入等を行い、売上高及び来店客数の増加に努めて参り

ました。また、飲食事業の店舗展開おきましては、ミスタードーナツ１店舗を新規出店し、当第１四半期会計期

間末の店舗数は前会計年度末に比べ１店舗増加し、73店舗となりました。この結果、当第１四半期会計期間の売

上高は1,119百万円、営業損失5百万円となりました。 

②物販事業 

当第１四半期会計期間における物販事業におきましては、接客レベルの向上、クリンリネスの徹底を重点的に

行うとともに、オリジナルブランド業態を中心に携帯電話を利用したキャンペーン情報の発信、ＴＳＵＴＡＹＡ

業態のＴカード利用促進を図るため、ＰＯＳシステムの入替等を行い、利用訴求のための整備を行いました。一

方ではＡＶ分野で同業各社との低価格競争が続き、厳しい状況で推移致しました。また、物販事業の店舗展開お

きましては新規出店・退店がなく、当第１四半期会計期間末の店舗数は前会計年度末と同数の27店舗となりまし

た。この結果、当第１四半期会計期間の売上高は719百万円、営業利益２百万円となりました。 

③ウェルネス事業 

当第１四半期会計期間におけるウェルネス事業におきましては、携帯電話を利用したクーポン特典やキャンペ

ーン情報の発信を継続実施し、売上高及び来店客数の増加に努めて参りました。また、ウェルネス事業の店舗展

開おきましては、リラックス１店舗の営業譲受、５店舗の営業譲渡を行い、当第１四半期会計期間末の店舗数は

前会計年度末に比べ4店舗減少し、７店舗となりました。この結果、当第１四半期会計期間の売上高は80百万

円、営業損失０百万円となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末の6,853百万円に比べ77百万円減少し、6,776百万円とな

り、純資産は前事業年度末と比較して38百万円減少し、447百万円となりました。主な減少の要因は、その他有価

証券評価差額金が10百万円減少したためであります。  

  

キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ33百万円減少し、66百万円となっておりま

す。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、得られた資金は49百万円となりました。これは前年同期と比べ14百万円減少しております。

 主な要因は、税引前四半期純損失20百万円（前年同期６百万円）ではあるものの、非資金項目である減価償却

費118百万円（前年同期129百万円）等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は62百万円となりました。これは前年同期と比べ５百万円支出減となっており

ます。 

主な要因は、定期預金の払戻による収入76百万円（前年同期75百万円）、敷金及び保証金の回収による収入31

百万円（前年同期15百万円）があるものの、定期預金の預入れによる支出80百万円（前年同期58百万円）、有形

固定資産の取得による支出88百万円（前年同期111百万円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は20百万円となりました。これは前年同期と比べ31百万円支出増となっており

ます。 

 主な要因は、短期借入金の純増減額142百万円（前年同期250百万円）、長期借入による収入250百万円（前年

同期200百万円）があるものの、長期借入金の返済による支出412百万円（前年同期409百万円）等によるもので

あります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期業績予想につきましては、現時点では平成22年５月13日に公表いたしました業績予想から変更は

ありません。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法  

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出については、一部商品において実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行なう方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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、

前事業年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。 

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 

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金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、前事業年度末以降に経営環境等及び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ため、前事業年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用

する方法によっております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額

は軽微であります。  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 887,237 916,276

売掛金 258,220 291,489

商品及び製品 658,680 625,730

原材料及び貯蔵品 45,717 40,049

その他 247,851 234,667

貸倒引当金 △430 △520

流動資産合計 2,097,277 2,107,693

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,910,947 1,925,109

工具、器具及び備品（純額） 512,559 525,820

土地 573,649 573,649

その他（純額） 80,437 48,392

有形固定資産合計 3,077,594 3,072,971

無形固定資産 171,255 174,007

投資その他の資産   

投資有価証券 261,303 278,440

長期前払費用 145,599 158,945

敷金及び保証金 928,556 961,734

その他 118,847 124,178

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,429,306 1,498,299

固定資産合計 4,678,156 4,745,277

繰延資産 843 1,012

資産合計 6,776,277 6,853,984
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 232,499 253,699

短期借入金 512,000 370,000

1年内返済予定の長期借入金 1,719,066 1,731,978

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 5,492 19,095

その他 380,429 348,345

流動負債合計 2,949,486 2,823,118

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 3,115,962 3,265,115

退職給付引当金 30,195 27,763

その他 163,054 182,397

固定負債合計 3,379,211 3,545,275

負債合計 6,328,698 6,368,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金 47,702 47,702

利益剰余金 △4,707 22,709

株主資本合計 431,148 458,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,430 27,024

評価・換算差額等合計 16,430 27,024

純資産合計 447,578 485,589

負債純資産合計 6,776,277 6,853,984
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,027,623 1,920,069

売上原価 824,895 790,922

売上総利益 1,202,727 1,129,146

販売費及び一般管理費 1,175,411 1,133,098

営業利益又は営業損失（△） 27,315 △3,951

営業外収益   

受取利息 1,225 901

受取配当金 2,200 4,660

不動産賃貸料 19,739 23,742

受取保険金 － 2,236

その他 1,512 2,298

営業外収益合計 24,678 33,839

営業外費用   

支払利息 31,970 33,500

不動産賃貸原価 11,796 16,433

その他 5,614 4,742

営業外費用合計 49,380 54,677

経常利益又は経常損失（△） 2,613 △24,788

特別利益   

固定資産受贈益 － 6,000

貸倒引当金戻入額 70 90

特別利益合計 70 6,090

特別損失   

店舗閉鎖損失 8,865 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,381

特別損失合計 8,865 1,381

税引前四半期純損失（△） △6,182 △20,079

法人税、住民税及び事業税 2,918 2,879

法人税等合計 2,918 2,879

四半期純損失（△） △9,101 △22,959

- 7 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△） △6,182 △20,079

減価償却費 129,817 118,896

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,718 2,432

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △90

受取利息及び受取配当金 △3,426 △5,562

支払利息 31,970 33,500

社債発行費償却 169 169

固定資産受贈益 － △6,000

売上債権の増減額（△は増加） 4,320 33,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,789 △38,618

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,204 △5,792

仕入債務の増減額（△は減少） △30,483 △21,199

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,488 4,318

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,423 9

預り保証金の増減額（△は減少） △2,313 △11,163

小計 100,154 85,470

利息及び配当金の受取額 3,426 5,562

利息の支払額 △29,203 △31,305

法人税等の支払額 △10,739 △10,138

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,638 49,589

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 △58,307 △80,781

定期預金の払戻による収入 75,455 76,000

投資有価証券の取得による支出 △647 △648

有形固定資産の取得による支出 △111,041 △88,707

有形固定資産の売却による収入 58 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 632 426

長期貸付金の回収による収入 2,165 5,331

敷金及び保証金の回収による収入 15,198 31,204

その他 8,613 △5,582

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,872 △62,755

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 250,000 142,000

長期借入れによる収入 200,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △409,380 △412,065

社債の償還による支出 △30,000 －

リース債務の返済による支出 － △588

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,620 △20,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,386 △33,819

現金及び現金同等物の期首残高 106,467 99,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 112,853 66,115
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該当事項はありません。 

   [セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、部門別の営業部を置き、各営業部は、取扱う商品・サービスについてフランチャイズ本部等の指導

のもと包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、営業部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「飲食事

業」、「物販事業」及び「ウェルネス事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「飲食事業」は、飲食店として飲食物の提供をしております。「物販事業」は、主にメディア関連商品を提

供しております。「ウェルネス事業」は、飲食事業・物販事業のいずれにも属さないサービス等を提供してお

ります。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

                                       (単位：千円） 

   （追加情報）  

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。   

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

  飲食 物販 ウェルネス 合計 

売上高         

外部顧客への売上高  1,119,986  719,275  80,807  1,920,069

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －

計  1,119,986  719,275  80,807  1,920,069

セグメント利益  △5,408  2,404  △947  △3,951

（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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