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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 3,697 △35.0 117 19.7 109 132.2 48 ―

22年3月期第2四半期 5,691 △10.7 98 646.1 47 ― △429 ―

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2四半期 296.11 ―

22年3月期第2四半期 △2,602.95 ―

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2四半期 2,649 513 19.2 3,080.36
22年3月期 2,775 459 16.5 2,784.57

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  508百万円 22年3月期  459百万円

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  
 

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 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,083 △30.3 273 55.1 239 125.5 140 ― 848.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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のレビュー手続は終了していません。 

※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は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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  165,000株 22年3月期  165,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  24株 22年3月期  24株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  164,976株 22年3月期2Q 164,976株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策や新興国向けを中心とした輸出の増加によ

り、一部では回復の兆しが見られるものの設備投資や個人消費の本格的な改善には至らず厳しい状況が続いて

おります。 

外食産業におきましても、雇用不安や個人所得低迷による生活防衛意識に加え、夏の猛暑など天候不順の影

響も受け、また、業態を問わず低価格競争が依然として続いており、経営環境は非常に厳しい状況にありま

す。 

このような状況の下、当社グループは「事業運営の最適化」という観点から、グループの強みであるフラン

チャイズ運営ノウハウを活かした事業展開の再編を試みると共に、「外食フランチャイズチェーンのリーディ

ングカンパニー」を目指すという目標を掲げ、以下の３項目にフォーカスをあてた取り組みを継続的に進めて

おります。 

①「ブランド力の構築と強化」 

②「Ｍ＆Ａによる業容拡大」 

③「強固な収益構造の確立」 

具体的には、「牛角」「とりでん」「とり鉄」「おだいどこ」を中心に特徴ある食材やメニュー開発を通じ

て各業態の強みを明確にし、差別化を図ることで魅力的かつ競争力の高いフランチャイズブランドへの進化を

志してまいりました。その上で、Ｍ＆Ａを視野に入れた規模の拡大とスケールメリットによる優位性の獲得を

目指しながら、グループ会社のリソースの活用と連携強化によるシナジーの追求を目指し活動しております。 

既存業態売上高前年同期比においては、「牛角」99.0％、「とりでん」94.6％、「おだいどこ」95.0％、

「とり鉄」95.6％と依然として厳しい状況が続く結果となりました。 

子会社である株式会社プライム・リンクが展開する「牛角」では、「得割フェア」を皮切りに「スタミナ祭

り 2010 夏」「秋の牛角感謝祭」、など相次ぐプロモーションを展開し、繁忙期である夏場以降、新規顧客の獲

得と既存顧客への再来店促進に努めてまいりました。これらの話題性あるプロモーション展開とテレビ番組を

中心としたメディア露出との相乗効果によって、より幅広い客層に対して積極的な「牛角」への来店を促しま

した。 

「とりでん」では、地域密着を掲げ、ファミリー層への訴求に注力してまいりました。また、「わらび餅」

等の甘味を取り入れた「とりでん」の二毛作業態「和み茶屋」が和風カフェとして主婦層の絶大な支持を得

て、注目の二毛作業態としてメディアに取り上げられました。更に、「とりでん 10 周年記念キャンペーン」と

して「釜飯 10 円」をはじめとする、選べる３つの特典を用意し、「とりでん」らしさを追求したキャンペーン

を展開してまいりました。今後は、「とりでん」の二毛作業態として「和み茶屋」の多店舗展開を目指してま

いります。 

「おだいどこ」では、「日本全国うまいもん」シリーズを深堀化する傍ら、「女子会コース」や「居酒屋で

きれいになろう」がテーマの新メニューを導入し、多くの女性客からご支持をいただいてまいりました。９月

には更なる訴求向上を目指して、「モデルの美食メニュー」と題し、コラボレーション企画「カリスマモデル

小畑由香里×おだいどこモデルの美食メニュー」を導入しました。この企画を活かして女性ファッション誌への

掲載などメディアを活用したブランド訴求を行いました。今後は更に「おだいどこ」独自のアレンジ性と話題

性を持った料理提案を含めたブランドの訴求と顧客獲得を目指してまいります。 

子会社である株式会社とり鉄の「とり鉄」では、「鶏専門店として鶏料理を極める」というコンセプトの

下、希少な「烏骨鶏」に続くこだわりの食材として「比内地鶏」を導入いたしました。多くのスタッフが比内

地鶏鶏舎見学や産地研修を行い、産地と食材への理解を深めています。また、９月７日～９月 16 日の期間にお

いて「とり鉄創業 10 周年記念フェア」として、「烏骨鶏」「比内地鶏」を含む串焼き全品半額フェアを開催い

たしました。フェア期間中の売上高前年比は 100%を上回り好調に推移しました。今後も継続的なフェアを実施

する事で、より一層地域に根ざした店舗運営を行ってまいります。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は 3,697 百万円（前年同四半期比 65.0％）、営業利益は

117 百万円（前年同四半期比 119.7％）、経常利益は 109 百万円（前年同四半期比 232.2％）、四半期純利益は

48 百万円（前年同四半期は四半期純損失 429 百万円）となりました。なお、当第２四半期連結累計期間におい

て、資産除去債務に係る過年度資産除去費用 27 百万円を特別損失及び法人税等調整額として 20 百万円を計上

しております。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①店舗運営 

株式会社プライム・リンクにおいては、「とりでん」１店舗を加盟企業様より譲り受け直営店とする傍

ら、「とりでん」１店舗をオープンいたしました。この結果、当第２四半期における当社グループの直営店

舗数は 37 店舗となり、店舗運営の売上高は 1,451 百万円（前年同四半期比 43.0％）となりました。 

②フランチャイズ 

株式会社プライム・リンクでは、「牛角」７店舗、「とりでん」３店舗を閉店する傍ら、「牛角」「おだ
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いどこ」各１店舗をオープンいたしました。また、株式会社とり鉄では、「とり鉄」２店舗を閉店いたしま

した。この結果、当第２四半期における当社グループのフランチャイズ店舗数は 311 店舗となりました。 

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フランチャイズ店舗向け食材の売上高

を加えた結果、フランチャイズの売上高は 1,951 百万円（前年同四半期比 97.0％）となりました。 

③その他 

その他におきましては、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、「WEB DM STORE」（アンケートにより店舗で取得した顧客データからダイレクトメールを発送

するサービス）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」合計で、全体の 64.3％となっております。 

その他、転貸における売上高を加えた結果、その他の売上高は 294 百万円（前年同四半期比 96.2％）と

なりました。 

 

(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 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 2,649 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 126 百万円減

少いたしました。これは主に、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

負債合計は 2,135 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 180 百万円減少いたしました。これは主に、

借入金の返済によるものであります。 

純資産については、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末と比べ 54 百万円増加し、513 百万円

となっております。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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 51 百万円減少し 74 百万円（前年同四半期末 167 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、208 百万円（前年同四半期 252 百万円）となりました。これはは、主に

減価償却費 98 百万円、のれん償却費 22 百万円、売上債権の減少額 107 百万円及び未払消費税等の減少額

20 百万円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） 

投資活動の結果得られた資金は、０百万円（前年同四半期７百万円）となりました。これは、主に有形固

定資産の取得による支出 11 百万円と敷金及び保証金の回収による５百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、261 百万円（前年同四半期 282 百万円）となりました。これは、主に短

期借入金の返済による支出 70 百万円、長期借入金の返済による支出 55 百万円と社債の償還 108 百万円によ

るものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 22 年５月 13 日に公表いたしました連結業績予想に変

更はありません。 
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２．その他の情報 

(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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

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。 

 

(3) 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 

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 31 日）を適用しております。 

これにより、当第 2四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 3,155 千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は、30,855 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は 76,232 千円であります。 

② 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる｢受取手数料｣は1,343千円であ

ります。 

③ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）

の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示してお

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２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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 74,768 126,315 

売掛金 587,971 695,196 

商品 17,327 14,438 

貯蔵品 6,624 6,068 

繰延税金資産 108,669 108,669 

その他 135,991 132,555 

貸倒引当金 △44,364 △46,012 

流動資産合計 886,988 1,037,230 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 324,435 303,224 

その他（純額） 144,666 92,969 

有形固定資産合計 469,101 396,194 

無形固定資産   

のれん 311,344 333,926 

その他 83,703 93,371 

無形固定資産合計 395,047 427,297 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 748,362 759,505 

その他 203,962 179,386 

貸倒引当金 △53,793 △23,757 

投資その他の資産合計 898,531 915,135 

固定資産合計 1,762,681 1,738,626 

資産合計 2,649,669 2,775,857 

負債の部   

流動負債   

買掛金 367,525 391,529 

短期借入金 95,000 165,000 

1年内返済予定の長期借入金 63,200 93,200 

未払法人税等 12,744 25,508 

その他 522,820 594,105 

流動負債合計 1,061,290 1,269,342 

固定負債   

社債 174,000 232,000 

長期借入金 60,000 85,000 

受入保証金 525,914 540,244 

債務保証損失引当金 60,000 60,000 

資産除去債務 80,154 － 
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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) 

その他 174,563 129,882 

固定負債合計 1,074,631 1,047,126 

負債合計 2,135,922 2,316,469 

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 △601,954 △650,805 

自己株式 △1,428 △1,428 

株主資本合計 508,292 459,441 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108 △54 

評価・換算差額等合計 △108 △54 

新株予約権 5,563 － 

純資産合計 513,747 459,387 

負債純資産合計 2,649,669 2,775,857 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,691,109 3,697,142 

売上原価 2,586,471 1,981,604 

売上総利益 3,104,638 1,715,538 

販売費及び一般管理費 3,006,151 1,597,663 

営業利益 98,486 117,875 

営業外収益   

受取利息 1,159 661 

受取配当金 0 － 

受取手数料 － 1,760 

金利スワップ評価益 1,885 － 

その他 4,267 3,777 

営業外収益合計 7,312 6,198 

営業外費用   

支払利息 43,876 9,525 

その他 14,811 5,143 

営業外費用合計 58,688 14,668 

経常利益 47,110 109,404 

特別利益   

前期損益修正益 6,280 － 

貸倒引当金戻入額 3,877 5,548 

受取補償金 3,000 － 

その他 421 － 

特別利益合計 13,579 5,548 

特別損失   

固定資産売却損 － 4,725 

減損損失 360,457 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,699 

その他 90,086 5,605 

特別損失合計 450,543 38,031 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△389,854 76,922 

法人税、住民税及び事業税 18,519 8,007 

法人税等調整額 21,618 20,064 

法人税等合計 40,138 28,071 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 48,851 

少数株主損失（△） △568 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △429,424 48,851 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△389,854 76,922 

減価償却費及びその他の償却費 186,293 98,238 

減損損失 360,457 － 

のれん償却額 60,063 22,581 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,758 28,388 

受取利息及び受取配当金 △1,159 △661 

支払利息 43,876 9,525 

売上債権の増減額（△は増加） 28,681 107,224 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,122 △3,445 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,466 △24,003 

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,631 △20,272 

その他 71,538 △53,562 

小計 314,852 240,935 

利息及び配当金の受取額 1,159 661 

利息の支払額 △34,875 △23,609 

法人税等の支払額 △28,906 △9,006 

営業活動によるキャッシュ・フロー 252,229 208,981 

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 △38,209 － 

定期預金の払戻による収入 60,009 － 

有形固定資産の取得による支出 △49,898 △11,673 

有形固定資産の売却による収入 2,315 952 

無形固定資産の取得による支出 △1,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △8,315 △622 

敷金及び保証金の回収による収入 14,565 5,210 

長期前払費用の取得による支出 △2,728 △1,369 

その他 30,734 8,309 

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,472 806 

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） 40,000 △70,000 

長期借入れによる収入 80,000 － 

長期借入金の返済による支出 △229,132 △55,000 

社債の償還による支出 △118,500 △108,000 

割賦債務の返済による支出 △45,904 △17,689 

リース債務の返済による支出 △8,503 △9,720 

その他 － △925 

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,039 △261,335 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,337 △51,546 

現金及び現金同等物の期首残高 189,359 126,315 
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 167,021 74,768 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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