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

23年3月期第3四半期 5,618 △32.4 230 77.8 218 282.7 136 ―

22年3月期第3四半期 8,310 △13.5 129 37.2 57 629.3 △397 ―

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3四半期 826.83 ―

22年3月期第3四半期 △2,408.88 ―

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3四半期 2,956 614 20.4 3,643.55
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3四半期  602百万円 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、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3Q  165,500株 22年3月期  165,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q  164,994株 22年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国を中心とした海外経済の改善や各種対策により

緩やかな回復基調で推移したものの、雇用情勢は依然として厳しく、欧米の景気不安による影響も懸念され、

先行き不透明な状況が続いております。 

外食産業におきましても、生活防衛意識から内食志向は引き続き強く、居酒屋業界では低価格競争が依然と

して続いており、経営環境は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」を中心にそれぞれ特徴ある店舗を目指し、差

別化を図ったメニュー開発などを通じて競争力の高いフランチャイズブランドへの進化を志す一方で、ブラン

ドの発展を見据えたトライアル業態の開発を行いました。また、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た検討も継続的に実施し、グループ会社のリソースの活用と連携強化を

さらに進めております。 

こうした結果、既存店売上高前年同期比においては、「牛角」100.9％、「とりでん」96.3％、「おだいど

こ」96.4％、「とり鉄」96.8％となり、各ブランドともに回復の兆しが見え始めました。 

具体的な施策として、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、夏に大きな話題と

なった「ギガカルビ」に引き続き 10 月には「ギガホルモン」を導入し、インパクトあるメニューがテレビなど

のメディア露出につながり再び話題となりました。また 12 月には「牛角」の新たな業態のトライアルとして、

「牛角」の直営 1店舗を「大衆焼肉ゴチニク」へリニューアルオープンさせました。 

「とりでん」では、「デザート食べ放題」が特徴の「甘味ビュッフェ定食」を看板メニューとしたランチ時

間帯を利用した二毛作業態「和み茶屋」がメディア露出の影響もあり好調に推移しました。９月にはフランチ

ャイズ展開を始め、導入店舗数は 11 店舗に拡大しました。 

「おだいどこ」では、増加する「低価格均一業態」への対抗策の一つとして 10 月に直営１店舗を「15 分 375

円飲み食べ放題」のセルフ式居酒屋にリニューアルオープンしました。新しいコンセプトがメディアから大き

な注目を浴び、テレビ・雑誌・WEB など多くの媒体で紹介され、好調なスタートを切りました。現在は多店舗展

開に向け準備を行っています。 

女性向け均一居酒屋「金の鶏銀の釜」では、メニューの改訂、メニュー構成の見直しなどを実施し、現在は

フランチャイズ展開に向け、最終準備段階に入っています。 

飲食店舗展開以外の活動としては、インターネット通販商品としてスタートした「おだいどこのもつ鍋」を

テレビ通販にも進出させたことにより、さらなる顧客層の拡大と「おだいどこ」の認知向上に貢献しました。

催事での販売を開始した「東京高輪蕨餅きゐな」（本わらび餅）も、「和み茶屋」の看板メニューから生まれ

た商品として、新たな事業の芽となっています。 

子会社である株式会社とり鉄が展開する「とり鉄」では、「鶏専門店」の特徴をさらに強化すべく、「烏骨

鶏」「比内地鶏」に続いて、期間限定で「名古屋コーチン」も導入いたしました。加えて、店舗の立地に合わ

せた取り組みも行い、商店街・住宅立地では焼き鳥のテイクアウトコーナーを併設、郊外店では送迎サービス

の実施などを開始しました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は 5,618 百万円（前年同四半期比 67.6％）、営業利益は

230 百万円（前年同四半期比 177.8％）、経常利益は 218 百万円（前年同四半期比 382.7％）、四半期純利益は

136 百万円（前年同四半期は四半期純損失 397 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、資産除去債務に係る過年度資産除去費用として 27 百万円を特別損失及び法人税等調整額として 18 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。株式会社とり鉄においては、「とり鉄」２店舗を加盟企

業様へ譲渡いたしました。この結果、当第３四半期における当社グループの直営店舗数は 35 店舗となり、

店舗運営の売上高は 2,214 百万円（前年同四半期比 45.9％）となりました。 

②フランチャイズ 

株式会社プライム・リンクにおいては、「牛角」11 店舗、「とりでん」４店舗を閉店する傍ら、「牛
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角」２店舗、「おだいどこ」「とりでん」を各１店舗オープンいたしました。株式会社とり鉄においては

「とり鉄」２店舗を閉店する傍ら、直営２店舗を加盟企業様に譲渡し２店舗をオープンいたしました。この

結果、当第３四半期における当社グループのフランチャイズ店舗数は 310 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 2,970 百万円（前年同四半期比 97.9％）となりました。 

③その他 

その他においては、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。 

その他、モバイル媒体を活用した販促提案や転貸における売上高を加えた結果、その他の売上高は 433 百

万円（前年同四半期比 95.9％）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３四半期連結会計期間末の総資産は 2,956 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 180 百万円増

加いたしました。これは主に、有形固定資産の増加と売掛金の減少に伴う現金及び預金の増加によるもの

であります。 

負債合計は 2,341 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 25 百万円増加いたしました。これは主に、資

産除去債務の増加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 155 百万円増加し、614 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 285 百万円増加し 412 百万円（前年同四半期末 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、537 百万円（前年同四半期 539 百万円）となりました。これは、主に減

価償却費 132 百万円、のれん償却費 33 百万円、売上債権の減少額 69 百万円及び未払消費税等の減少額 12

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、10 百万円（前年同四半期 169 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 15 百万円と敷金及び保証金の回収による収入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、262 百万円（前年同四半期 508 百万円）となりました。これは、主に短

期借入金の増減による支出 75 百万円、長期借入による収入 50 百万円、長期借入金の返済による支出 73 百

万円及び社債の償還 126 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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ 4,780 千円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、31,712 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３四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３四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３四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1,631千円であ

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３四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。 

 

 

㈱アスラポート・ダイニング（3069）平成23年３月期第３四半期決算短信

4



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３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 412,266 126,315 

売掛金 625,735 695,196 

商品 17,970 14,438 

貯蔵品 9,682 6,068 

繰延税金資産 108,669 108,669 

その他 129,085 132,555 

貸倒引当金 △44,729 △46,012 

流動資産合計 1,258,679 1,037,230 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 300,873 303,224 

その他（純額） 134,157 92,969 

有形固定資産合計 435,031 396,194 

無形固定資産   

のれん 300,053 333,926 

その他 79,266 93,371 

無形固定資産合計 379,320 427,297 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 744,585 759,505 

その他 192,977 179,386 

貸倒引当金 △53,793 △23,757 

投資その他の資産合計 883,770 915,135 

固定資産合計 1,698,121 1,738,626 

資産合計 2,956,800 2,775,857 

負債の部   

流動負債   

買掛金 559,370 391,529 

短期借入金 90,000 165,000 

1年内返済予定の長期借入金 87,600 93,200 

未払法人税等 7,135 25,508 

その他 602,415 594,105 

流動負債合計 1,346,521 1,269,342 

固定負債   

社債 156,000 232,000 

長期借入金 67,500 85,000 

受入保証金 531,080 540,244 

債務保証損失引当金 － 60,000 

資産除去債務 78,353 － 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

その他 162,476 129,882 

固定負債合計 995,410 1,047,126 

負債合計 2,341,931 2,316,469 

純資産の部   

株主資本   

資本金 580,237 576,688 

資本剰余金 538,534 534,986 

利益剰余金 △514,382 △650,805 

自己株式 △1,428 △1,428 

株主資本合計 602,961 459,441 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40 △54 

評価・換算差額等合計 △40 △54 

新株予約権 11,948 － 

純資産合計 614,869 459,387 

負債純資産合計 2,956,800 2,775,857 
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,310,813 5,618,268 

売上原価 3,852,143 3,009,486 

売上総利益 4,458,669 2,608,781 

販売費及び一般管理費 4,328,933 2,378,057 

営業利益 129,735 230,724 

営業外収益   

受取利息 1,750 993 

受取配当金 0 － 

受取手数料 － 2,309 

その他 11,096 6,186 

営業外収益合計 12,846 9,489 

営業外費用   

支払利息 63,145 14,312 

その他 22,349 7,441 

営業外費用合計 85,494 21,753 

経常利益 57,088 218,460 

特別利益   

前期損益修正益 6,280 － 

固定資産売却益 421 － 

関係会社株式売却益 31,679 － 

貸倒引当金戻入額 8,345 5,979 

その他 6,573 2,425 

特別利益合計 53,300 8,404 

特別損失   

固定資産売却損 － 4,725 

減損損失 367,192 16,760 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,699 

その他 94,786 5,605 

特別損失合計 461,978 54,791 

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（△）

△351,590 172,072 

法人税、住民税及び事業税 25,371 16,668 

法人税等調整額 21,618 18,982 

法人税等合計 46,990 35,650 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 136,422 

少数株主損失（△） △1,172 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △397,407 136,422 
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△351,590 172,072 

減価償却費及びその他の償却費 271,542 132,219 

減損損失 367,192 16,760 

のれん償却額 74,706 33,872 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,419 28,753 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △60,000 

受取利息及び受取配当金 △1,750 △993 

支払利息 63,145 14,312 

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） 10,005 69,461 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,284 △7,145 

仕入債務の増減額（△は減少） 205,671 167,841 

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,964 △12,350 

その他 83,362 37,793 

小計 639,936 592,598 

利息及び配当金の受取額 1,750 993 

利息の支払額 △54,677 △34,330 

法人税等の支払額 △47,106 △21,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー 539,903 537,768 

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 △43,609 － 

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 △55,824 △15,174 

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 △12,092 △622 

敷金及び保証金の回収による収入 21,533 5,210 

長期前払費用の取得による支出 △2,728 △2,904 

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 △6,987 23,285 

投資活動によるキャッシュ・フロー 169,362 10,746 
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △120,000 △75,000 

長期借入れによる収入 152,008 50,000 

長期借入金の返済による支出 △277,150 △73,100 

株式の発行による収入 － 6,707 

社債の償還による支出 △186,500 △126,000 

割賦債務の返済による支出 △63,451 △26,680 

リース債務の返済による支出 △13,629 △17,566 

その他 － △925 

財務活動によるキャッシュ・フロー △508,722 △262,564 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200,543 285,951 

現金及び現金同等物の期首残高 189,359 126,315 

現金及び現金同等物の四半期末残高 389,902 412,266 
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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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