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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 6,172 △0.5 53 △42.6 △16 ― △6 ―

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

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 △718.30 ―

22年3月期第3四半期 14.69 ―

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 6,842 463 6.8 51,951.89
22年3月期 6,853 485 7.1 54,462.73

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  463百万円 22年3月期  485百万円

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 ― ― 0.00 500.00 500.00
23年3月期 ― ― 0.00

23年3月期 
（予想）

500.00 500.00

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、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 8,322 △0.3 123 △7.9 49 48.6 24 8.4 2,762.11



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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  8,916株 22年3月期  8,916株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  8,916株 22年3月期3Q 8,916株

※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、【添付資料】３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、エコカー補助金やエコポイント制度等、政府の経済対策の終了や

制度変更により、駆け込み需要の反動による消費の減速が懸念されており、依然として厳しい雇用・所得環境が続

いており、消費者の節約志向は根強く、個人消費の低調な推移が続いております。  

このような状況のもと、当社におきましては既存店舗の販売強化に努めるとともに、販売管理費の圧縮等、運営

コストの削減を継続して推進して参りました。 

当第３四半期累計期間における店舗展開におきましては、２店舗の閉店、５店舗の営業譲渡、２店舗の改装、４

店舗の営業譲受による出店を含む６店舗を新規出店いたしました。これにより、当第３四半期末時点における当社

の事業及び店舗数は、22業態109店舗となりました。また、フランチャイザーとしてＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ加

盟店を３店舗出店したことにより、加盟店舗数が18店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,172百万円（前年同期比0.5％減）となり、販売費及び一般管理

費等の経費削減に努めたものの、営業利益53百万円（前年同期比42.6％減）経常損失16百万円（前年同期、経常利

益21百万円）となりました。また、特別利益に固定資産受贈益22百万円等を計上したことにより、四半期純損失６

百万円（前年同期、四半期純利益０百万円）となりました。 

セグメント別の情報は、次のとおりであります。 

①飲食部門 

当第３四半期累計期間における飲食部門におきましては、原材料をはじめとするコストの見直しを図るととも

に、フランチャイジー事業においては本部主導の販売促進活動を、オリジナルブランド事業においては、携帯電

話を利用した会員限定特典情報の配信や新商品の投入等を積極的に行い、売上高及び来店客数の増加に努めて参

りました。 

 また、飲食部門の店舗展開におきましては、１店舗の閉店、２店舗の改装、２店舗の新規出店及び２店舗を営

業譲受により出店し、当第３四半期累計期間末の店舗数は前会計年度末に比べて３店舗増加し、75店舗となりま

した。この結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,514百万円、営業利益は３百万円となりました。 

②物販部門 

当第３四半期累計期間における物販部門におきましては、商品の充実を図る目的で、店舗在庫の管理を強化す

ることにより機会損失を減らし、新規顧客獲得及び会員特典の付与等による顧客の再来店を促す取組みを積極的

に行って参りました。しかしながら、ＴＳＵＴＡＹＡ業態のレンタル分野における同業他社との低価格競争が依

然として続いており、厳しい状況での推移となりました。 

 また、組織の再編に伴い、当第３四半期より「ウェルネス部門」を物販部門に統合いたしました。物販部門の

店舗展開におきましては、１店舗の閉店、５店舗の営業譲渡、２店舗を営業譲受により出店し、当第３四半期累

計期間末の店舗数は前会計年度末に比べて４店舗減少し、34店舗となりました。この結果、当第３四半期累計期

間の売上高は2,657百万円、営業利益は50百万円となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の情報 

当第３四半期累計期間末における総資産は前事業年度末の6,853百万円に比べ11百万円減少し、6,842百万円と

なりました。主な減少の原因は、投資有価証券が17百万円減少したためであります。 

負債につきましては、前事業年度末の6,368百万円に比べ10百万円増加し、6,379百万円となりました。主な増

加の要因は、買掛金が190百万円増加したためであります。 

純資産につきましては、前事業年度末の485百万円に比べ22百万円減少し、463百万円となりました。主な減少

の要因は、その他有価証券評価差額金が11百万円減少したためであります。 

② 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14百万円増加し、114百

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、401百万円となりました。これは前年同期と比べ52百万円増加しておりま

す。 

これは主に、非資金項目である減価償却費383百万円（前年同期401百万円）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、171百万円となりました。これは前年同期と比べ22百万円支出増となってお

ります。 

これは主に、定期預金の払戻による収入197百万円（前年同期200百万円）、敷金保証金の回収による収入47百

万円（前年同期39百万円）等があるものの、定期預金の預入れによる支出134百万円（前年同期116百万円）、有

形固定資産の取得による支出264百万円（前年同期290百万円）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、215百万円となりました。これは前年同期と比べ102百万円支出増となってお

ります。 

これは主に、長期借入による収入1,280百万円（前年同期1,250百万円）があるものの、長期借入金の返済によ

る支出1,364百万円（前年同期1,422百万円）、短期借入金の純減額74百万円（前年同期、純増額140百万円）等

によるものであります。  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期業績予想につきましては、現時点では平成22年５月13日に公表いたしました業績予想から変更は

ありません。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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ついては、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出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

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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た

め、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及び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ため、前事業年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。  

  

（２）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。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動

額は軽微であります。  

  

（３）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。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31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 869,140 916,276

売掛金 365,220 291,489

商品及び製品 693,456 625,730

原材料及び貯蔵品 67,845 40,049

その他 236,015 234,667

貸倒引当金 △490 △520

流動資産合計 2,231,187 2,107,693

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,892,586 1,925,109

工具、器具及び備品（純額） 512,227 525,820

土地 573,649 573,649

その他（純額） 60,317 48,392

有形固定資産合計 3,038,781 3,072,971

無形固定資産 165,776 174,007

投資その他の資産   

投資有価証券 261,088 278,440

長期前払費用 126,170 158,945

敷金及び保証金 935,264 961,734

その他 108,761 124,178

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,406,284 1,498,299

固定資産合計 4,610,842 4,745,277

繰延資産 503 1,012

資産合計 6,842,534 6,853,984

負債の部   

流動負債   

買掛金 443,750 253,699

短期借入金 296,000 370,000

1年内返済予定の長期借入金 1,706,696 1,731,978

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 10,435 19,095

その他 391,670 348,345

流動負債合計 2,948,552 2,823,118

固定負債   

社債 20,000 70,000

長期借入金 3,205,661 3,265,115

退職給付引当金 28,111 27,763

その他 177,004 182,397

固定負債合計 3,430,778 3,545,275

負債合計 6,379,331 6,368,394
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 388,153 388,153

資本剰余金 47,702 47,702

利益剰余金 11,847 22,709

株主資本合計 447,703 458,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,499 27,024

評価・換算差額等合計 15,499 27,024

純資産合計 463,203 485,589

負債純資産合計 6,842,534 6,853,984
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（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,205,657 6,172,086

売上原価 2,611,432 2,621,715

売上総利益 3,594,225 3,550,370

販売費及び一般管理費 3,500,552 3,496,615

営業利益 93,672 53,754

営業外収益   

受取利息 5,803 3,206

受取配当金 4,084 6,125

不動産賃貸料 65,189 75,092

受取保険金 2,524 5,400

その他 5,859 4,398

営業外収益合計 83,461 94,223

営業外費用   

支払利息 99,368 101,298

不動産賃貸原価 39,747 51,606

その他 16,738 12,042

営業外費用合計 155,854 164,947

経常利益又は経常損失（△） 21,279 △16,969

特別利益   

固定資産売却益 76 －

固定資産受贈益 － 22,777

貸倒引当金戻入額 40 30

特別利益合計 116 22,807

特別損失   

固定資産除却損 92 －

店舗閉鎖損失 12,214 2,650

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,381

その他 15 －

特別損失合計 12,323 4,031

税引前四半期純利益 9,072 1,806

法人税、住民税及び事業税 8,941 8,210

法人税等合計 8,941 8,210

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130 △6,404
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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) 

当第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 9,072 1,806

減価償却費 401,033 383,085

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,635 348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 △30

受取利息及び受取配当金 △9,887 △9,331

支払利息 99,368 101,298

社債発行費償却 508 508

固定資産受贈益 － △22,777

有形固定資産除売却損益（△は益） 6,656 2,089

売上債権の増減額（△は増加） △79,545 △73,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,585 △95,521

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,864 1,147

仕入債務の増減額（△は減少） 37,529 190,051

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,224 △2,949

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,560 33,279

預り保証金の増減額（△は減少） △1,713 △6,613

小計 449,682 504,042

利息及び配当金の受取額 9,887 9,331

利息の支払額 △98,884 △101,032

法人税等の支払額 △11,634 △10,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 349,051 401,778

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 △116,578 △134,981

定期預金の払戻による収入 200,550 197,000

投資有価証券の取得による支出 △2,104 △1,996

有形固定資産の取得による支出 △290,231 △264,391

有形固定資産の売却による収入 622 243

無形固定資産の取得による支出 △1,948 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,555 △616

長期貸付金の回収による収入 8,704 15,418

敷金及び保証金の回収による収入 39,537 47,922

資産除去債務の履行による支出 － △850

その他 11,504 △28,901

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,387 △171,153

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 △74,000

長期借入れによる収入 1,250,000 1,280,000

長期借入金の返済による支出 △1,422,432 △1,364,735

社債の償還による支出 △80,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △746 △2,549

配当金の支払額 － △4,458

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,179 △215,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,483 14,882

現金及び現金同等物の期首残高 106,467 99,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 193,950 114,816
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該当事項はありません。  

[セグメント情報]  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位にのうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、部門別の営業部を置き、各営業部は取扱う商品・サービスについてフランチャイズ本部等の指導の

もと、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は営業部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「飲食部門」及び

「物販部門」の２つを報告セグメントとしております。 

「飲食部門」は、飲食店として飲食物の提供をしております。「物販部門」は、主にメディア関連商品を提

供しております。  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

当社は、従来、「飲食部門」・「物販部門」・「ウェルネス部門」の３つを報告セグメントとしておりまし

たが、当第３四半期会計期間より、「飲食部門」・「物販部門」に変更しております。 

この変更は、平成22年10月１日付の営業部の組織改編に伴い、「ウェルネス部門」を「物販部門」に統合し

たことによるものであります。       

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報当の開示に関する会計基準」（企業会計基準17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

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）セグメント情報

（単位：千円）

  飲食  物販 合計 

売上高     

外部顧客への売上高  3,514,878  2,657,208 6,172,086

セグメント間の内部売上高又は

振替高  
－  － －

計 3,514,878  2,657,208 6,172,086

セグメント利益  3,173  50,581 53,754

（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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