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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 6,205 △7.0 93 452.8 21 ― 0 △99.7

21年3月期第3四半期 6,673 ― 16 ― △12 ― 40 ―

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

22年3月期第3四半期 14.69 ―

21年3月期第3四半期 4,538.31 ―

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

22年3月期第3四半期 7,108 454 6.4 51,004.46
21年3月期 7,140 436 6.1 48,939.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  454百万円 21年3月期  436百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― 0.00 0.00 0.00
22年3月期 ― ― 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 8,667 △3.1 109 43.5 17 34.4 5 △74.8 578.62



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  有  
詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 8,916株 21年3月期  8,916株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 8,916株 21年3月期第3四半期 8,916株

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 



当第３四半期累計期間のわが国経済は、政府の景気対策等にもかかわらず、依然として続く雇用や個人所得の不

安を背景とした個人消費の低迷に加え、下期の急激な円高やデフレ基調による低価格競争の激化で企業収益の低迷

が懸念されており、景気の先行きが不透明な状況にあります。 

このような状況のもと、当社においては、心の豊かさと堅実さ活力にし、主に店舗展開をしております北海道・

東北地方におきましては様々な取り組みが生まれ成長しております。このような現実の中、地域の皆様から支持を

受け、信頼される企業であり続けるため「食」・「衣」・「住」・「知」・「遊」といった「心の豊かさ」の販売

を目指して参りました。 

 この結果、第１四半期会計期間、第２四半期会計期間、第３四半期会計期間と断続的ではありますが売上増とな

り、特に、モスバーガー業態においてはモスバーガー苫小牧店が「モスチキンクリスマスキャンペーン」において

２年連続「日本一」を獲得するに至りました。さらに、断続的に業績の向上と社業の発展に総力を傾注し、営業店

舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるため、Ｑ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ（クリンリネ

ス）・Ｔ（トレーニング）・Ｍ（マネジメント）を心掛けて運営して参りました。  

店舗展開におきましては、フランチャイジー事業であり新業態であります「ベビーフェイスプラネッツ」１店

舗、オリジナルブランド事業であります「かつてん」１店舗を業態変更により出店いたしました。前事業年度にお

いて店舗閉鎖損として計上しておりました不採算店等６店舗のうち２店舗を業態変更により閉店、４店舗を閉店い

たしました。これにより、21業態112店舗となりました。また、エリアフランチャイザーとしてはリラックス加盟

店２店舗を解約譲渡したことで加盟店舗数が３店舗となり、ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ加盟店２店舗の出店があっ

たことで加盟店舗数14店舗となり17店舗の運営指導を行っております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりましたが、不採算店舗

の閉鎖及び経費削減効果により、営業利益 百万円（前年同期比452.8％増）、経常利益 百万円（前年同期、経

常損失 百万円）となりました。また、店舗閉鎖損等 百万円の特別損失があったことで、四半期純利益は０百万

円（前年同期比 ％減）となりました。  

  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末の7,140百万円に比べ 百万円減少し、 百万円となり、純資

産は前事業年度末と比較して 百万円増加し、 百万円となりました。この主な増加の要因はその他有価証券評価

差額金が 百万円増加したためであります。     

  キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 百万円増加し、 百万円

となっております。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。   

（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、 百万円となり、前年同期と比べて 百万円増加しております。 

これは主に、売上債権の増加79百万円（前年同期106百万円）、たな卸資産の増加19百万円（前年同期4百万円）

があったものの、税引前四半期純利益９百万円（前年同期 百万円、このうち75百万円は役員退職慰労引当金戻入

額）及び非資金項目である減価償却費401百万円（前年同期406百万円）、仕入債務の増加37百万円（前年同期69百

万円）等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） 

投資活動の結果支出した資金は、 百万円となりました。これは前年同期と比べて 百万円支出減しておりま

す。 

これは主に、定期預金の払戻による収入200百万円（前年同期114百万円）、敷金及び保証金の回収による収入39

百万円（前年同期70百万円）があったものの、定期預金の預入れによる支出116百万円（前年同期67百万円）、有形

固定資産の取得による支出290百万円（前年同期344百万円）等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） 

     財務活動の結果支出した資金は、 百万円となりました。これは、前年同期と比べ 百万円支出減しておりま

す。 

   これは、短期借入金の純増加140百万円（前年同期－百万円）、長期借入れによる収入1,250百万円（前年同期

1,379百万円）があったものの、社債の償還による支出80百万円（前年同期210百万円）と長期借入金の返済による

支出 百万円（前年同期 百万円）によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

6,205 7.0

93 21

12 12

99.7

２．財政状態に関する定性的情報

32 7,108

18 454

18

87 193

349 67

51

148 13

113 82

1,422 1,364



 平成22年３月期業績予想につきましては、現時点では、平成21年５月15日に公表致しました業績予想から変更はあ

りません。  

  

  

          該当事項はありません。 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部商品において実地棚卸を省略し、前事業年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高等の算定方法 

 当第３四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為

に、前事業年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定してお

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金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、前事業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、前事業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。   

  

該当事項はありません。    

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動

（２）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

（３）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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,004,866 1,001,354

売掛金 332,271 252,725

商品及び製品 669,286 666,666

原材料及び貯蔵品 56,421 39,454

その他 218,684 209,433

貸倒引当金 △460 △500

流動資産合計 2,281,069 2,169,135

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,971,278 2,072,129

工具、器具及び備品（純額） 554,809 548,518

土地 573,649 573,649

その他（純額） 50,753 41,405

有形固定資産合計 3,150,490 3,235,702

無形固定資産 176,404 182,865

投資その他の資産   

投資有価証券 263,920 231,131

長期前払費用 170,764 192,235

敷金及び保証金 974,267 1,028,904

その他 115,302 124,015

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,499,254 1,551,287

固定資産合計 4,826,150 4,969,855

繰延資産 1,182 1,691

資産合計 7,108,402 7,140,682



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 325,843 288,314

短期借入金 140,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,845,696 2,111,196

1年内償還予定の社債 100,000 130,000

未払法人税等 10,787 17,033

その他 391,441 392,465

流動負債合計 2,813,769 2,939,010

固定負債   

社債 120,000 170,000

長期借入金 3,515,746 3,422,678

退職給付引当金 26,869 28,504

その他 177,261 144,139

固定負債合計 3,839,877 3,765,322

負債合計 6,653,646 6,704,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金 47,702 424,003

利益剰余金 130 △376,300

株主資本合計 435,986 435,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,769 493

評価・換算差額等合計 18,769 493

純資産合計 454,755 436,348

負債純資産合計 7,108,402 7,140,682



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,673,473 6,205,657

売上原価 2,789,117 2,611,432

売上総利益 3,884,355 3,594,225

販売費及び一般管理費 3,867,410 3,500,552

営業利益 16,944 93,672

営業外収益   

受取利息 5,583 5,803

受取配当金 3,967 4,084

不動産賃貸料 69,046 65,189

受取保険金 28,448 2,524

その他 21,345 5,859

営業外収益合計 128,390 83,461

営業外費用   

支払利息 92,611 99,368

不動産賃貸原価 43,440 39,747

その他 21,564 16,738

営業外費用合計 157,616 155,854

経常利益又は経常損失（△） △12,281 21,279

特別利益   

前期損益修正益 24,596 －

役員退職慰労引当金戻入額 75,408 －

固定資産売却益 － 76

貸倒引当金戻入額 － 40

特別利益合計 100,004 116

特別損失   

固定資産除却損 5,395 92

貸倒引当金繰入額 12,850 －

店舗閉鎖損失 7,249 12,214

投資有価証券評価損 10,256 －

その他 208 15

特別損失合計 35,958 12,323

税引前四半期純利益 51,764 9,072

法人税、住民税及び事業税 11,300 8,941

法人税等合計 11,300 8,941

四半期純利益 40,463 130



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 51,764 9,072

減価償却費 406,177 401,033

投資有価証券評価損益（△は益） 10,256 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,288 △1,635

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,408 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,747 △40

受取利息及び受取配当金 △9,550 △9,887

支払利息 92,611 99,368

社債発行費償却 508 508

有形固定資産除売却損益（△は益） 22,519 6,656

売上債権の増減額（△は増加） △106,351 △79,545

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,658 △19,585

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,042 △19,864

仕入債務の増減額（△は減少） 69,607 37,529

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,123 2,224

その他の流動負債の増減額（△は減少） △97,239 25,560

預り保証金の増減額（△は減少） △19,773 △1,713

小計 373,580 449,682

利息及び配当金の受取額 19,273 9,887

利息の支払額 △96,058 △98,884

法人税等の支払額 △15,714 △11,634

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,081 349,051

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 △67,864 △116,578

定期預金の払戻による収入 114,189 200,550

投資有価証券の取得による支出 △2,013 △2,104

投資有価証券の償還による収入 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △344,296 △290,231

有形固定資産の売却による収入 1,651 622

無形固定資産の取得による支出 △5 △1,948

短期貸付金の増減額（△は増加） △4,095 1,555

長期貸付金の回収による収入 1,832 8,704

敷金及び保証金の回収による収入 70,948 39,537

その他 47,802 11,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,849 △148,387

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） － 140,000

長期借入れによる収入 1,379,300 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △1,364,670 △1,422,432

社債の償還による支出 △210,000 △80,000

リース債務の返済による支出 － △746

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,370 △113,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76,139 87,483

現金及び現金同等物の期首残高 355,995 106,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 279,856 193,950



 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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