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平成 24 年 11 月 13 日 

各      位 

会 社 名  株式会社ジー・テイスト 

代表者名  代表取締役社長       稲吉 史泰 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2694) 

   問合せ先 執行役員管理本部長   岩崎 友也 

ＴＥＬ：0 2 2 - 7 6 2 - 8 5 4 0 

 

（訂正）「平成 23年３月期 第２四半期決算短信 (非連結)」の一部訂正について 

 

当社は平成24年10月22日付で「過年度決算の訂正についてのお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社  

の関連会社でありました株式会社グローバルアクトの株式を取得した際の会計処理を含む平成22年３月期会計処理に関し

て、同日開催の当社取締役会において調査チームの調査結果の報告を受け、平成22年３月期 第１四半期より現在までの決

算の訂正をすることを決定しておりました。 

この決定に基づき、当社では、これまでに調査結果の細部に対する検証・検討、過年度決算の訂正作業及び会計監査等

を並行して進めてまいりました。この度、これらの作業を経て具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成22年11月

12日付「平成23年３月期 第２四半期決算短信 (非連結)」について下記のとおり一部訂正いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

 当社の関連会社でありました株式会社グローバルアクトの株式を取得した際の会計処理を含む平成22年３月期会計処理

を修正したため。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には下線   を付して表示しております。 

 

【サマリー情報】 

（訂正前） 

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） 

（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   － 
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 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 － 

 

（２）財政状態 

 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 

 

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 

（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月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

                     （％表示は、通期は対前期増減率） 

 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 

通期 17,749   11.2 △59   － 118 △70.4 △380    － △6.31 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

 

（訂正後） 

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） 

（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 △203   － △138    － △590    － 

22 年３月期第２四半期 7,089   4.4 130 △57.4 216 △46.3 △1,136   － 
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 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 △10.61 － 

22 年３月期第２四半期 △28.29 － 

 

（２）財政状態 

 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 13,086 4,521 34.6 77.66 

22 年３月期 12,136 5,440 44.8 102.45 

（参考） 自己資本   23 年３月期第２四半期  4,521 百万円   22 年３月期  5,440 百万円 

 

２．配当の状況 

 

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 

（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月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

                     （％表示は、通期は対前期増減率） 

 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 

通期 17,749   11.2 △59   － 118 △74.7 △380    － △6.31 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

 

 

【２ページ】 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）経営成績に関する定性的情報 

（前略） 

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。  
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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。 

 

（訂正後） 

（１）経営成績に関する定性的情報 

（前略） 

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２億３百万円（前年同四半期は１億

30 百万円の営業利益）、経常損失１億 38 百万円（前年同四半期は２億 16 百万円の経常利益）となり、四半期純損失は５

億 90 百万円（前年同四半期は 11 億 36 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１億２百万円となりまし

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。 
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（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 130 億 86 百万円となり、前事業年度末より９億 49 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

86 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、45 億 21 百万円となり、前事業年度末より９億 18 百万円減少しております。その主な要因は四半期純損失５億

90 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。 
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【４ページ】 

３．四半期財務諸表 

（訂正前） 

（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 
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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） 

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 

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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（訂正後） 

（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 794,003 843,939 

   その他 72,270 42,830 

   無形固定資産合計 866,274 886,770 

  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 11,721,272 11,034,346 

 資産合計 13,086,405 12,136,956 

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 



- 10 - 

 

（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 1,083,433 2,000,598 

  自己株式 △58 △58 

  株主資本合計 4,523,052 5,440,218 

 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 4,521,869 5,440,046 

負債純資産合計 13,086,405 12,136,956 
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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 4,428,098 5,731,276 

営業利益又は営業損失（△） 130,800 △203,401 

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（△） 216,393 △138,055 

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 1,286,065 － 

 特別損失合計 1,339,273 337,794 

税引前四半期純損失（△） △1,105,155 △439,114 

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（△） △1,136,855 △590,669 
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【７ページ】 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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 1,083,433 千円となっております。 

 

以 上 

 


