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当第１四半期におけるわが国経済は、前年度から続く国際的な金融資本市場の混乱の影響を受け、企業
収益や設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、厳しい状況で推移いたしました。また、新型インフルエン
ザの世界的蔓延や米国大手自動車会社の破綻などが、経済の混乱にさらに拍車をかける状況となりまし
た。 
当社が属する外食業界は、その雇用不安や個人所得減少の影響をダイレクトに受け、顧客である一般消

費者の「巣籠もり」や「生活防衛」などと表現される節約志向・低価格志向が強まるなか、同業他社及び
他業種との価格競争が激しさを増す厳しい経営環境となっております。 
このような経営環境のもと、当社では不況下においても選ばれる店舗を目指し、既存店舗における商品

及びサービスの向上はもちろんのこと、新業態である「大阪カルビ」を含めた４店舗のリニューアルを実
施し、客数および売上の確保に努めてまいりました。また、一方では売上原価・販売費及び一般管理費の
削減を強力に推し進めてまいりました。しかしながら、前年の第２四半期で兄弟会社等に事業譲渡した
「まるさ水産部門」及び「元町珈琲部門」の売上高2億77百万円も含めた売上の大幅な減少をカバーする
には至りませんでした。 
その結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高2,122百万円（前年同期比20.1％減）、営業利益83

百万円（前年同期比44.6％減）、経常利益88百万円（前年同期比41.6％減）、四半期純利益72百万円（前
年同期比51.4％減）となりました。 

  

当第１四半期末における総資産は前事業年度末と比べ246百万円減少し、5,270百万円となりました。主
な要因は有利子負債の返済に伴う現金及び預金の減少、売掛金の減少、前払費用の減少及び差入保証金の
減少によるものであります。負債合計につきましては、前事業年度末と比べ325百万円減少し、3,107百万
円となりました。主な要因は有利子負債の減少及び買掛金の減少によるものであります。純資産につきま
しては、前事業年度末と比べ79百万円増加し、2,162百万円となりました。主な要因は、四半期純利益72
百万円の計上によるものであります。 

  

平成21年５月８日に発表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、現時
点において変更はありません。 

  

（簡便な会計処理） 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率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固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出
する方法によっております。 

③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。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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

(2) 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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 42,505 85,891

売掛金 246,881 308,967

商品 24,561 22,186

原材料及び貯蔵品 26,068 36,574

その他 275,912 332,787

貸倒引当金 △38,030 △36,457

流動資産合計 577,898 749,951

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,352,128 1,361,727

土地 1,851,248 1,851,248

その他（純額） 233,048 237,167

有形固定資産合計 3,436,425 3,450,144

無形固定資産 77,705 77,316

投資その他の資産   

差入保証金 1,117,438 1,155,683

その他 327,938 352,579

貸倒引当金 △267,363 △269,614

投資その他の資産合計 1,178,013 1,238,649

固定資産合計 4,692,144 4,766,110

資産合計 5,270,043 5,516,061

負債の部   

流動負債   

買掛金 285,473 367,753

短期借入金 1,119,917 689,938

1年内返済予定の長期借入金 323,710 774,620

未払法人税等 14,376 47,302

賞与引当金 11,172 11,130

閉店損失引当金 32,166 65,217

その他 393,061 452,354

流動負債合計 2,179,875 2,408,315

固定負債   

長期借入金 551,500 623,070

その他 376,264 401,288

固定負債合計 927,764 1,024,358

負債合計 3,107,639 3,432,674
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,720,205 1,720,205

資本剰余金 80,400 80,400

利益剰余金 528,422 455,602

自己株式 △166,624 △166,624

株主資本合計 2,162,403 2,089,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △6,196

評価・換算差額等合計 － △6,196

純資産合計 2,162,403 2,083,387

負債純資産合計 5,270,043 5,516,061
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,655,346 2,122,802

売上原価 1,035,470 792,740

売上総利益 1,619,875 1,330,062

販売費及び一般管理費 1,470,112 1,247,054

営業利益 149,763 83,008

営業外収益   

受取利息 2,801 2,380

受取配当金 38 141

不動産賃貸料 34,966 44,834

協賛金収入 29,152 20,487

その他 2,576 1,443

営業外収益合計 69,535 69,288

営業外費用   

支払利息 23,412 12,700

不動産賃貸原価 35,418 44,455

支払手数料 8,311 3,187

その他 550 3,440

営業外費用合計 67,693 63,784

経常利益 151,605 88,512

特別利益   

固定資産売却益 1,000 －

投資有価証券売却益 862 －

貸倒引当金戻入額 4,651 678

特別利益合計 6,513 678

特別損失   

固定資産除売却損 255 883

投資有価証券売却損 － 6,933

特別損失合計 255 7,817

税引前四半期純利益 157,862 81,372

法人税、住民税及び事業税 9,887 10,201

法人税等調整額 △2,008 △1,648

法人税等合計 7,879 8,552

四半期純利益 149,983 72,819
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 157,862 81,372

減価償却費 56,949 43,013

差入保証金償却額 8,016 7,086

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,954 42

閉店損失引当金の増減額（△は減少） － △33,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,651 △678

受取利息及び受取配当金 △2,839 △2,521

支払利息 23,412 12,700

固定資産除売却損益（△は益） △744 883

売上債権の増減額（△は増加） 79,862 62,596

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,763 8,131

仕入債務の増減額（△は減少） △74,074 △82,280

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,932 △15,804

預り保証金の増減額（△は減少） 520 △8,326

その他 25,423 11,497

小計 289,478 84,662

利息及び配当金の受取額 1,474 1,385

利息の支払額 △31,796 △14,737

法人税等の支払額 △39,025 △40,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,131 30,934

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △37,853 △17,664

有形固定資産の売却による収入 1,000 －

投資有価証券の売却による収入 2,892 17,056

差入保証金の差入による支出 △6,160 △573

差入保証金の回収による収入 3,252 17,891

貸付金の回収による収入 3,570 1,469

その他 △1,858 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,158 18,180

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） 167,000 429,979

長期借入れによる収入 170,000 －

長期借入金の返済による支出 △618,290 △522,480

財務活動によるキャッシュ・フロー △281,290 △92,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,317 △43,385

現金及び現金同等物の期首残高 279,647 85,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 183,330 42,505
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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