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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,629 △3.1 △62 ― △55 ― △15 ―
23年3月期第1四半期 5,810 △12.3 △38 ― △56 ― △390 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △20百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △404百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.71 ―
23年3月期第1四半期 △44.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 11,284 2,759 24.5
23年3月期 10,050 2,780 27.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,759百万円 23年3月期  2,780百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,660 △2.0 △10 ― 30 △73.0 △40 ― △4.53
通期 23,360 3.7 350 205.7 440 207.9 310 ― 35.10



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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く四半期
財務諸表に対する四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※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って異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料の２ページをご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,882,908 株 23年3月期 8,882,908 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 52,179 株 23年3月期 52,179 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,830,729 株 23年3月期1Q 8,831,282 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における日本経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響を受け経済活

動に弱い動きが見られ、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は、震災直後の自粛ムードは和らいだものの、お客様の節約・低価格志向が依然強く、加

えて企業間の競争・競合の激化から経営環境が益々厳しくなっております。 

このような状況の中で当社グループは、この震災後を「第二の創業」と位置づけ、『「女性とお子様」をキーワ

ードに、心地良くて、楽しくて、もう一度来たいと思われる店にする』『業界 先端企業として、新たな世界を切

り開く』を基本方針に店舗展開し、人材育成や営業力の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高56億２千９百万円（前年同期比3.1％減）、営業損失６

千２百万円（前年同四半期は営業損失３千８百万円）、経常損失５千５百万円（前年同四半期は経常損失５千６百

万円）、四半期純損失１千５百万円（前年同四半期は四半期純損失３億９千万円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（レストラン事業） 

レストラン事業におきましては、来店客数の増加基調を維持し、客単価アップを図るとともに、店舗収益力を強

化するため、各種営業政策を実施してまいりました。 

店舗展開につきましては、前連結会計年度から引き続き「魚べい」に経営資源を集中し、「すしおんど」から

「魚べい」への業態転換を推進いたしました。 

当第１四半期連結累計期間におきましては、新設店４店舗を出店し、不採算店１店舗を退店したことにより、総

店舗数は171店舗となりました。また、改装等につきましては、業態転換を含め12店舗を実施いたしました。 

この結果、レストラン事業の業績は、売上高53億６千１百万円（前年同期比3.4％減）、セグメント損失４千８

百万円（前年同四半期はセグメント損失２千１百万円）となりました。 

（フランチャイズ事業） 

フランチャイズ事業におきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持と新規出店の促進を図るため、派遣

指導等を充実するとともに季節メニューの紹介や食材の販売強化に取り組んでまいりました。 

店舗展開につきましては、香港に２店舗を出店し、総店舗数は54店舗となりました。 

この結果、フランチャイズ事業の業績は、売上高２億８千３百万円（前年同期比0.9％減）、セグメント利益５

千６百万円（前年同期比18.2％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ12億３千４百万円増加し、112億８千４百万

円となりました。負債合計は前連結会計年度末に比べ12億５千４百万円増加し、85億２千４百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２千万円減少し、27億５千９百万円となりました。この結果、自己資本比

率は3.2ポイント下降し、24.5％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年５月12日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

気の連結業績予想に変更はありません。  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,107,039 2,939,376

売掛金 153,306 128,410

商品及び製品 223,494 184,226

原材料及び貯蔵品 55,850 52,905

その他 1,049,194 977,528

貸倒引当金 △2,786 △1,879

流動資産合計 3,586,098 4,280,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,208,949 5,413,489

土地 761,962 761,962

リース資産 881,782 1,248,220

その他 1,048,664 999,205

減価償却累計額 △4,699,009 △4,732,642

有形固定資産合計 3,202,349 3,690,234

無形固定資産 190,023 188,196

投資その他の資産   

差入保証金 2,205,453 2,330,515

その他 907,160 831,236

貸倒引当金 △40,454 △36,088

投資その他の資産合計 3,072,158 3,125,664

固定資産合計 6,464,532 7,004,095

資産合計 10,050,630 11,284,663
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 703,083 770,218

短期借入金 1,551,452 1,491,852

未払法人税等 51,000 26,000

賞与引当金 70,000 75,000

資産除去債務 31,150 30,650

その他 1,169,140 1,345,670

流動負債合計 3,575,825 3,739,391

固定負債   

長期借入金 2,029,041 2,835,778

資産除去債務 316,594 311,272

その他 1,349,087 1,638,381

固定負債合計 3,694,722 4,785,432

負債合計 7,270,548 8,524,823

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,151,528 1,151,528

資本剰余金 1,344,671 1,344,671

利益剰余金 518,542 503,423

自己株式 △70,204 △70,204

株主資本合計 2,944,538 2,929,418

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,217 996

為替換算調整勘定 △163,238 △170,575

その他の包括利益累計額合計 △164,456 △169,578

純資産合計 2,780,082 2,759,839

負債純資産合計 10,050,630 11,284,663
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,810,170 5,629,945

売上原価 2,275,493 2,284,586

売上総利益 3,534,677 3,345,359

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,705,345 1,609,007

賞与引当金繰入額 109,618 71,821

その他 1,758,076 1,726,749

販売費及び一般管理費合計 3,573,040 3,407,577

営業損失（△） △38,363 △62,218

営業外収益   

受取利息及び配当金 163 133

仕入割引 25,777 25,196

受取賃貸料 10,719 14,423

その他 4,686 12,367

営業外収益合計 41,347 52,120

営業外費用   

支払利息 14,013 19,098

為替差損 34,859 14,984

賃貸費用 10,743 10,963

その他 177 230

営業外費用合計 59,795 45,277

経常損失（△） △56,810 △55,375

特別利益   

固定資産売却益 571 －

貸倒引当金戻入額 1,351 －

賃貸借契約解約損戻入益 42,392 6,488

特別利益合計 44,315 6,488

特別損失   

固定資産除却損 3,938 1,178

投資有価証券評価損 － 3,588

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 294,345 －

特別損失合計 298,284 4,767

税金等調整前四半期純損失（△） △310,779 △53,654

法人税、住民税及び事業税 25,523 9,503

法人税等調整額 53,824 △48,038

法人税等合計 79,348 △38,535

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △390,128 △15,119

四半期純損失（△） △390,128 △15,119
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △390,128 △15,119

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △487 2,214

為替換算調整勘定 △13,715 △7,337

その他の包括利益合計 △14,203 △5,122

四半期包括利益 △404,331 △20,242

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △404,331 △20,242

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額△86,331千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。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等であります。 

２．セグメント利益または損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益または損失（△）の調整額△70,211千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。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等であります。 

２．セグメント利益または損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,551,455  258,715  5,810,170  －  5,810,170

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  27,147  27,147  △27,147  －

計  5,551,455  285,862  5,837,318  △27,147  5,810,170

セグメント利益または損失

（△） 
 △21,268  69,236  47,968  △86,331  △38,363

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,361,620  268,325  5,629,945  －  5,629,945

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  14,849  14,849  △14,849  －

計  5,361,620  283,174  5,644,795  △14,849  5,629,945

セグメント利益または損失

（△） 
 △48,620  56,614  7,993  △70,211  △62,218
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該当事項はありません。 

（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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