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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 8,618 21.6 △253 ― △188 ― △640 ―

22年3月期第2四半期 7,089 4.4 114 △62.9 199 △50.5 △181 ―

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 △11.51 ―

22年3月期第2四半期 △4.52 ―

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 13,941 5,376 38.6 92.35
22年3月期 13,042 6,345 48.7 119.49

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,376百万円 22年3月期  6,345百万円

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 ― 1.50 1.50

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 1.50 1.50

3.  平成23年3月期の業績予想（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  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 17,749 11.2 △59 ― 118 △70.4 △380 ― △6.31



(1) 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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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  58,224,201株 22年3月期  53,100,201株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  523株 22年3月期  523株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  55,675,678株 22年3月期2Q  40,180,132株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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きは終了しており、四半期レビュー報告書を本日付けで受領しております。 

※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の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。 
(2)通期の業績予想につきましては、平成22年11月12日公表の「平成23年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照ください。 
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（１）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経済は緩やかに回復しつつあるものの、改善の動きが弱まっている状態

が続き、依然株価の低迷や景気の先行きに対する不透明感から引き続き厳しい環境で推移しております。 

 このような状況下、当社は、売上に対する管理コストの削減、事業上のシナジー効果を目的として、平成22年

５月27日にフード インクルーヴ株式会社を吸収合併することを決議し、同年７月１日に吸収合併しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間末の直営店舗・校舎数は280店舗、FC店舗数は331店舗となり、当第２四半

期累計期間におきましては、売上高86億18百万円（前年同四半期比21.6％増）、営業損失２億53百万円（前年同

四半期は１億14百万円の営業利益）、経常損失１億88百万円（前年同四半期は１億99百万円の経常利益）とな

り、四半期純損失は６億40百万円（前年同四半期は１億81百万円の四半期純損失）となりました。 

 また、セグメント業績は、次のとおりであります。 

 寿司事業においては、FC店舗３店舗を海外出店した一方で、FC店舗４店舗の撤退により、当第２四半期累計期

間末の直営店舗数は86店舗、FC店舗数は26店舗となりました。また、お客様の来店動機を高める目的で７月は

「逸品紀行」、８月及び９月は「厳選 旨味祭」等の期間限定フェア等を開催したほか、グランドメニューの変

更により、旬の食材をお客様に提供いたしましたが、競合店との競争激化や消費者の節約志向の高まりにより来

店客数が減少した結果、売上高30億89百万円、営業利益96百万円となりました。 

 居酒屋等事業においては、フード インクルーヴ株式会社との合併に伴い12店舗、FC加盟店203店舗増加したほ

か、４店舗を新規出店しました。また不採算店舗８店舗を閉店、さらに、６店舗で業態を変更し、当第２四半期

累計期間末の直営店舗数は158店舗、FC店舗は305店舗となりました。また、主要業態である「とりあえず吾平」

「ちゃんこ江戸沢」のグランドメニューを見直し、フェアメニューを投入した結果、売上高52億39百万円、営業

利益52百万円となりました。 

 教育事業につきましては、当第２四半期累計期間末の教育事業直営校舎はFC加盟店より２校舎を譲り受け36校

舎となり、NOVAうさぎのテレビコマーシャルの復活等キャンペーン及びイベントの実施により、売上高２億89百

万円、営業利益30百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間末の総資産は139億41百万円となり、前事業年度末より８億99百万円増加しておりま

す。その主な要因はフード インクルーヴ株式会社との合併による受取手形及び売掛金の増加１億20百万円、固

定資産の増加６億36百万円によるものであります。  

 負債総額は85億64百万円となり、前事業年度末より18億67百万円増加しております。その主な要因は資産除去

債務の増加６億32百万円、短期借入金及び長期借入金の増加８億93百万円によるものであります。 

 純資産は、53億76百万円となり、前事業年度末より９億68百万円減少しております。その主な要因は四半期純

損失６億40百万円の計上及び配当金の支払い79百万円による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 寿司、居酒屋両事業においてグランドメニューの見直しや期間限定のフェアを開催するなど、お客様の来店動

機を高める施策を実行して参りましたが、先行きに対する不透明感を背景とした個人消費の低迷や競合店との競

争激化などの理由により既存店売上高が落ち込みました。一方で平成22年７月１日にフード インクルーヴ株式

会社を吸収合併しました。合併による売上高に対する管理コストの低減及び事業上のシナジー効果は、売上高増

加要因と、競合店との競争激化等による既存店の売上高減少要因がほぼ相殺される見通しとなりましたが、景気

改善の弱まっている状態が続いていることから、売上高の落ち込みが今後も予想されます。その結果、平成22年

11月12日に修正発表を行い、平成23年３月期通期見通しを売上高177億49百万円、営業損失59百万円、経常利益

１億18百万円、当期純損失３億80百万円としております。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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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．簡便な会計処理  

・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四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一般債権の貸倒見積高を算定しております。  

・経過勘定項目の算定方法  

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 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、当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．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

   

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ19,957千円増加しており、税引前四半

期純損失は355,897千円増加しております。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

588,085千円であります。 

・企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第２四半期会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 278,557 276,844

受取手形及び売掛金 256,796 135,860

商品 22,814 29,244

原材料及び貯蔵品 148,423 140,088

その他 666,891 522,262

貸倒引当金 △8,350 △1,690

流動資産合計 1,365,132 1,102,610

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,283,463 2,785,379

土地 1,926,772 1,926,772

その他（純額） 467,193 413,274

有形固定資産合計 5,677,429 5,125,426

無形固定資産   

のれん 1,648,808 1,749,027

その他 72,270 42,830

無形固定資産合計 1,721,079 1,791,858

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,946,143 3,812,959

その他 1,406,079 1,222,098

貸倒引当金 △174,653 △12,908

投資その他の資産合計 5,177,569 5,022,150

固定資産合計 12,576,077 11,939,434

資産合計 13,941,210 13,042,044

負債の部   

流動負債   

買掛金 581,384 504,385

短期借入金 2,825,496 2,141,611

未払法人税等 75,408 73,486

引当金 6,100 18,029

資産除去債務 3,500 －

その他 1,037,554 1,047,157

流動負債合計 4,529,443 3,784,670

固定負債   

社債 90,000 105,000

新株予約権付社債 895,000 895,000

長期借入金 1,424,756 1,215,250

退職給付引当金 78,742 85,158

債務保証損失引当金 7,696 12,824

資産除去債務 629,297 －

その他 909,600 599,007

固定負債合計 4,035,092 2,912,239

負債合計 8,564,536 6,696,910
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,274,628 1,274,628

資本剰余金 2,165,049 2,165,049

利益剰余金 1,938,238 2,905,686

自己株式 △58 △58

株主資本合計 5,377,858 6,345,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,183 △171

評価・換算差額等合計 △1,183 △171

純資産合計 5,376,674 6,345,134

負債純資産合計 13,941,210 13,042,044
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 7,089,574 8,618,785

売上原価 2,530,675 3,090,910

売上総利益 4,558,899 5,527,875

販売費及び一般管理費 4,444,859 5,781,559

営業利益又は営業損失（△） 114,039 △253,684

営業外収益   

受取利息 7,365 4,371

受取配当金 66 716

不動産賃貸料 96,371 140,395

受取手数料 83,984 80,965

雑収入 24,674 28,907

営業外収益合計 212,461 255,356

営業外費用   

支払利息 37,820 55,150

不動産賃貸原価 52,744 99,531

雑損失 36,304 35,328

営業外費用合計 126,868 190,010

経常利益又は経常損失（△） 199,632 △188,337

特別利益   

固定資産売却益 － 7,700

貸倒引当金戻入額 7,609 18,073

有価証券売却益 － 1,999

店舗閉鎖損失引当金戻入額 5,344 3,833

債務保証損失引当金戻入額 4,770 5,128

特別利益合計 17,724 36,735

特別損失   

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,668 －

固定資産売却損 － 874

固定資産除却損 2,500 980

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 335,939

店舗閉鎖損失 32,038 －

抱合せ株式消滅差損 313,934 －

特別損失合計 367,141 337,794

税引前四半期純損失（△） △149,784 △489,397

法人税、住民税及び事業税 36,818 48,410

法人税等調整額 △5,117 103,144

法人税等合計 31,700 151,554

四半期純損失（△） △181,485 △640,951
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 該当事項はありません。  

  

 当社は、平成22年７月１日にフード インクルーヴ株式会社と合併いたしましたので、当第２四半期累計期間に

おいて利益剰余金が246,846千円減少しております。 

 この結果、当第２四半期会計期間末において、利益剰余金が1,938,238千円となっております。 

  

（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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