
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  1,785  145.9  △259  －  △269  －  △377  －

22年3月期第１四半期  1,223  69.1  △227  －  △175  －  △256  －

  
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  △27  63  －  －

22年3月期第１四半期  △18  57  －  －

  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  10,150  4,030  39.6  294  23

22年3月期  9,971  4,427  44.3  323  40

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 4,019百万円 22年3月期 4,417百万円

  
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  －  －  1 50 － － 1 50  3  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  1 50 － － 1 50  3  00

  （％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）  6,414  190  56  －  56  76  23  －  1  66

通期  13,006  186  370  －  370  －  151  －  10  93



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり 、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

  

※  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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであ 

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。 

業績予想については、[添付資料]Ｐ．３（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 14,860,000株 22年3月期 14,860,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,200,509株 22年3月期 1,200,020株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ  13,659,889株 22年3月期１Ｑ 13,810,633株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済政策効果や輸出を中心とした経済環境の改善により、景

気は徐々に回復基調に転じ始めているものの、雇用情勢や所得環境の悪化が続き、景気の先行きは不透明な状況で

推移いたしました。  

 外食業界においては、消費者の生活防衛意識の高まりにより節約志向が強まっており、低価格化による顧客獲得

指向が高まるなど、経営環境は依然として厳しくなっております。 

このような状況のもとで当社グループは、食品及び飲食店向けの食材の生産から食の提供までの一連のフェーズ

をグループ企業内にて内製化し、安定的に収益の確保を図ることを目指してきました。これにより、４月以降、民

事再生を経て平成22年３月より完全子会社化した総合食品卸売業の東洋商事株式会社及び食品製造業の株式会社ニ

ッカ食品については、体制整備及び取引の正常化に注力し、安定的に事業を進める体制を 優先に取り組んでまい

りました。飲食店事業基盤の強化のため、多様なブランドによる直営繁盛店を作り上げFC加盟店の増加につなげ、

売上高の増強を図ることを推進しました。 

ＦＣ事業では、４月に新規FC加盟店が東京日野市に開店しました。既存フランチャイズ加盟店の売上底上げのた

めの販売促進活動の強化として、新規メニュー提案・販売促進物の提供等を継続的に行ったことで、売上高299百万

円、経費が増加したことで営業損失１百万円と低水準となりました。５月には、完全子会社化した株式会社ニッカ

食品にて冷凍餃子６種類の製造を開始し、全国のフランチャイズ店への販売に切換を致しました。６月には、株式

会社ニッカ食品にて生麺の製造を開始し、関東地区でのフランチャイズ店への販売に切換を致しました。 

直営店事業では、既存店の改装や売上底上げのための販売促進活動の強化として、新規メニュー販促や販売促進

活動等を継続的に行ったことで、売上高721百万円、経費が増加したこで営業損失58百万円と苦戦を強いられまし

た。６月には、大阪梅田にて新業態「坦々つけ麺ごまゴマ」をオープンしました。 

卸売事業では、完全子会社化した東洋商事株式会社及び株式会社ニッカ食品の体制整備及び事業安定化を 優先

としたことで、売上高687百万円、営業損失46百万円と低調に推移しましたが、７月以降、本格的に事業拡大を行う

体制の目途がつきました。また、インドネシア、タイ、中国でニンニク、コーン、梅等の農産物を減農薬で契約栽

培し加工を行っておりますが、それらの直営店及びフランチャイズ店での販売は増加傾向で推移しましたが他の小

売事業者への販売は苦戦を強いられました。 

不動産事業では、賃貸事業向け不動産が堅調に推移し、また、昨年取得した賃貸事業向け不動産もあったこと

で、売上高76百万円、営業利益41百万円となりました。 

また、大分県九重町において子会社九重どさん子農場株式会社のミネラルウォーターの工場が操業を始め製造販

売事業が開始しました。 

 以上の結果、売上高1,785百万円（前年同四半期比45.9％増）、経常損失269百万円（前年同四半期は経常損失175

百万円）、四半期純損失は377百万円（前年同四半期は四半期純損失256百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は10,150百万円となり、前連結会計年度末と比較しまして178百万円増加し

ました。これは、主に有形固定資産の増加 149百万円によるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は6,119百万円となり、前連結会計年度末と比較しまして575百万円増加しまし

た。これは主に長期借入金の増加 194百万円、資産除去債務の増加 135百万円、短期借入金の増加 108百万円によ

るものです。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は4,030百万円になり、前連結会計年度末と比較しまして396百万円減少しま

した。これは主に利益剰余金の減少 397百万によるものです。 

  

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） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によって減少した資金は193百万円（前年同四半期は460百万円の資

金の減少）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失405百万円を計上し、たな卸資産の増加 33百万円、その他流動負債の減

少13百万円が生じた一方で、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 103百万円、貸倒引当金の増加 63百万

円、差入保証金の減少 52百万円等によるものです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は26百万円（前年同四半期は230百万円の資金の

減少）となりました。 

 これは主に、店舗撤退に伴う支出 26百万円等によるものです。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第1四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は261百万（前年同四半期は1,067百万円の資金の

増加）となりました。 

 これは主に、短期借入金の増減額 99百万円、長期借入金の返済による支出 75百万円、同借入れによる収入280

百万円等によるものです。    

 以上により現金及び現金同等物の増加は40百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、世界的な景気の低迷により消費マインドの冷え込みが続くものと予想され、経営環

境は、依然厳しい状況が続くものと考えられます。 

食品業界においては、消費マインドの冷え込みによる低価格店舗の拡大と競争により引き続き厳しい経営環境が続く

ものと考えられます。 

このような環境の下、飲食店事業基盤の強化のため、多様なブランドによる直営繁盛店を作り上げFC加盟店の増

加につなげ、売上高の増強を図ってまいります。特に、子会社化した東洋商事株式会社の物流機能のグループ企業で

の活用推進と株式会社ニッカ食品の食品製造機能のグループ企業での活用を強化していきます。また「らー麺 藤

平」の事業収益の改善を進め売上及び利益への貢献を図り、新たなブランドとしてFC加盟店を全国に展開してまいり

ます。当社の全国７営業所と東洋商事株式会社の全国９営業所の営業・物流拠点の統廃合を行い、各拠点での営業・

物流の取扱高を高めると共にスーパーバイザー、営業、配達等の業務の役割と責任を明確にすることでグループとし

て機能の強化と業務の効率化を進めてまいります。当社は、インドネシア、タイ、中国でニンニク、コーン、梅等の

農産物を減農薬で契約栽培し加工を行っております。また、インドネシアでエビ、タコ等の魚介類の仕入と加工を行

っておりますが、これらの食材を東洋商事株式会社で販売商品として、株式会社ニッカ食品では原料として使用する

ことでグループとしての食材の共有化とコストの低減を進めてまいります。新規事業として、当社は、ベルギー発祥

でグローバルに高級ベーカリーレストランを展開するアジア初進出となる世界的な人気を持つ「ル・パン・コティデ

ィアン」レストランの運営事業に乗り出し、2010年末にかけて、都心に店舗面積165㎡（50坪）の旗艦路面店をオー

プンする予定です。そして、６年後には20店舗（平均店舗面積約99㎡＝30坪）に拡大する予定です。既存フランチャ

イズ事業におきましても、フランチャイズ加盟店の売上底上げのための販売促進活動の強化として、新規メニュー提

案・販売促進物の提供等を継続的に行ってまいります。その他既存事業につきましても収益力の向上を図り、組織の

強化及び人材の育成をすすめることによって、拡充する事業分野の成功及びグループ全体としての企業価値を高めて

ゆく所存であります。 

 以上の施策により、連結売上高は13,006百万円（前連結会計年度比85.8％増）、連結営業利益は370百万円(前連結

会計年度は営業損失110百万円)、連結経常利益は370百万円（前連結会計年度は経常損失116百万円）の予定でおりま

す。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、当第１四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

たものと著しい変動がないと認められるため、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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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

２．その他の情報
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31日）を適用しております。 これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,320千円増加し、税金等調整

前四半期純損失は104,376千円増加しております。     

  

（４）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。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,168,674 1,126,625

受取手形及び売掛金 1,005,627 1,008,681

商品及び製品 547,824 530,760

仕掛品 24,127 7,644

原材料及び貯蔵品 36,210 36,410

その他 520,726 483,738

貸倒引当金 △26,579 △12,033

流動資産合計 3,276,610 3,181,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,076,239 2,954,526

減価償却累計額 △1,641,682 △1,557,851

建物及び構築物（純額） 1,434,556 1,396,675

機械装置及び運搬具 370,458 213,474

減価償却累計額 △129,456 △121,152

機械装置及び運搬具（純額） 241,001 92,321

工具、器具及び備品 322,839 316,648

減価償却累計額 △173,632 △160,757

工具、器具及び備品（純額） 149,206 155,890

土地 2,980,225 2,980,225

その他 216,000 246,000

有形固定資産合計 5,020,989 4,871,113

無形固定資産 52,520 45,725

投資その他の資産   

長期貸付金 960,715 967,567

出資金 289,517 296,517

その他 1,439,920 1,447,864

貸倒引当金 △921,655 △872,401

投資その他の資産合計 1,768,498 1,839,548

固定資産合計 6,842,009 6,756,387

繰延資産 31,455 33,463

資産合計 10,150,075 9,971,678
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 636,396 616,174

短期借入金 694,346 585,388

未払法人税等 20,963 12,262

賞与引当金 21,704 12,970

その他 681,266 642,041

流動負債合計 2,054,677 1,868,836

固定負債   

社債 1,085,000 1,105,000

長期借入金 1,101,759 906,887

退職給付引当金 14,022 13,339

役員退職慰労引当金 14,428 16,642

負ののれん 831,574 855,383

資産除去債務 135,234 －

繰延税金負債 451,351 428,616

その他 431,054 349,008

固定負債合計 4,064,424 3,674,878

負債合計 6,119,102 5,543,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,877,500 1,877,500

資本剰余金 1,737,500 1,737,500

利益剰余金 664,459 1,062,400

自己株式 △250,741 △250,666

株主資本合計 4,028,717 4,426,734

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,631 △9,062

評価・換算差額等合計 △9,631 △9,062

新株予約権 11,886 10,126

少数株主持分 － 166

純資産合計 4,030,972 4,427,964

負債純資産合計 10,150,075 9,971,678
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,223,472 1,785,425

売上原価 663,371 1,088,804

売上総利益 560,100 696,620

販売費及び一般管理費 787,570 955,951

営業損失（△） △227,469 △259,331

営業外収益   

受取利息 23,177 7,426

受取配当金 12,410 10,438

有価証券運用益 29,736 －

負ののれん償却額 － 23,808

その他 10,671 24,722

営業外収益合計 75,996 66,396

営業外費用   

支払利息 5,508 18,535

株式管理費用 5,056 4,962

持分法による投資損失 10,738 －

為替差損 － 21,814

その他 2,831 30,943

営業外費用合計 24,134 76,254

経常損失（△） △175,607 △269,189

特別利益   

固定資産売却益 － 16

賞与引当金戻入額 5,331 561

その他 638 －

特別利益合計 5,970 577

特別損失   

固定資産除却損 30 112

減損損失 10,928 －

退職給付制度終了損 23,370 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,056

店舗閉鎖損失 16,121 34,040

その他 － 7

特別損失合計 50,452 137,216

税金等調整前四半期純損失（△） △220,090 △405,827

法人税、住民税及び事業税 5,715 16,900

法人税等調整額 31,303 △45,111

法人税等合計 37,018 △28,210

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △257,108 △377,617

少数株主損失（△） △541 △166

四半期純損失（△） △256,567 △377,450
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △220,090 △405,827

減価償却費 38,727 54,113

減損損失 10,928 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △8

固定資産除却損 30 112

負ののれん償却額 △893 △23,808

有価証券運用損益（△は益） △29,736 －

店舗閉鎖損失 16,121 34,040

株式報酬費用 － 1,760

為替差損益（△は益） － 1,129

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,127 63,800

持分法による投資損益（△は益） 10,738 －

社債発行費償却 669 2,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,573 682

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,912 △2,214

賞与引当金の増減額（△は減少） － 8,734

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 103,056

受取利息及び受取配当金 △35,588 △17,865

支払利息 5,508 18,535

売上債権の増減額（△は増加） 137,772 3,054

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,571 △33,346

差入保証金の増減額（△は増加） △122,789 52,132

その他の流動資産の増減額（△は増加） 110,856 41,986

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,669 △77,617

破産更生債権等の増減額（△は増加） △893 13,536

仕入債務の増減額（△は減少） △199,890 20,222

未払金の増減額（△は減少） 64,559 △10,479

未払費用の増減額（△は減少） △2,105 △20,224

預り保証金の増減額（△は減少） 2,945 5,380

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,218 △13,784

小計 △243,465 △180,894

利息及び配当金の受取額 25,493 13,012

利息の支払額 △5,087 △17,911

法人税等の支払額 △237,106 △8,067

営業活動によるキャッシュ・フロー △460,166 △193,861
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（単位：千円）

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

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

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 － △1,600

営業譲受による支出 △151,000 －

有価証券の売却による収入 77,888 －

出資金の回収による収入 － 7,000

貸付けによる支出 △80,000 －

貸付金の回収による収入 56,566 4,622

有形固定資産の取得による支出 △124,809 △8,559

有形固定資産の売却による収入 － 722

無形固定資産の取得による支出 △1,280 △2,261

店舗撤退に伴う支出 △16,121 △26,008

その他 7,953 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,802 △26,082

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） △100,020 99,748

長期借入れによる収入 230,000 280,000

長期借入金の返済による支出 △89,755 △75,918

社債の発行による収入 1,039,844 －

社債の償還による支出 － △20,000

配当金の支払額 △10,591 △11,037

その他 △2,086 △11,269

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,067,391 261,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 376,422 40,448

現金及び現金同等物の期首残高 1,763,748 1,125,825

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 916 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,141,086 1,166,274
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該当事項はありません。  

  

  

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

（注）１．食品事業は、ラーメンを主軸に餃子その他の食材を「どさん子」等の商標のもとに展開するフランチャイ

ズ・チェーン店に販売するFC部門、一般消費者に対しての宅配便を利用した産地直送麺（美食王国）を販売

する直販部門、飲食店を経営する直営部門が主な事業であります。 

２．不動産事業は、当社及び連結子会社である株式会社味の花が所有している不動産の賃貸が主な事業でありま

す。 

３．当社グループの事業区分は、従来、「食品事業」、「不動産事業」、「コンサルティング事業」に分類して

おりましたが、前連結会計年度において、「コンサルティング事業」を構成していた株式会社MS＆

Consultingの全株式を売却し、連結の範囲から除外いたしました。そのため、当第１四半期連結会計期間か

らコンサルティング事業がなくなりました。 

  

（所在地別セグメント情報）  

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

 当社及び連結子会社の本店又は主たる事務所は、いずれも本国に所在しているため記載を省略しておりま

す。 

（海外売上高） 

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

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
食品事業
（千円） 

不動産事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,174,801  48,670  1,223,472  －  1,223,472

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 －  200  200  △200  －

計  1,174,801  48,870  1,223,672  △200  1,223,472

営業利益又は営業損失（△）  △159,075  23,151  △135,924  △91,545  △227,469
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〔セグメント情報〕  

１.報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。子会社は、各会社の別に事業の本部を置き、各本部は、取り

扱う製品・サービスについて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、当社グループ

は、当社及び子会社の類似事業を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「FC事業」、

「直営店事業」、「卸売事業」、「不動産事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「FC事業」は、フランチャイズ加盟希望者による当社ブランドの飲食店及び食品販売店の出店を展開しており

ます。「直営店事業」は、当社及び子会社が各ブランドごとに直営店を出店運営する事業を展開しております。

「卸売事業」は、当社及び子会社が店舗向け食材の卸売及び小売事業者向け食材の卸売並びに国外から調達した

食材の卸売を展開しております。「不動産事業」は当社所有の物件を賃貸する事業をおこなっております。  

  

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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成 22年６月30日） 

  （単位：千円）

 (注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境事業等を含んでおります。  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間より、「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。  

  

  

報告セグメント 
  その他 

（注） 
合計

直営店事業 ＦＣ事業 卸売事業 不動産事業 計

売上高              

外部顧客への売上高 721,458 299,436 687,842 76,489 1,785,227 198 1,785,425 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 6,978 － 21,221 5,400 33,600  － 33,600 

計 728,437 299,436 709,064 81,889 1,818,827 198  1,819,025

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △58,585  △1,156  △46,141  41,254  △64,628  △9,394  △74,023

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  △64,628

「その他」の区分の利益  △9,394

セグメント間取引消去  △325

全社費用（注）  △184,981

四半期連結損益計算書の営業損失  △259,331

（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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