
平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年３月21日 ～ 平成19年６月20日） 

(財)財務会計基準機構会員

      平成19年７月20日

上場会社名 株式会社ハチバン 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ９９５０ ＵＲＬ http://www.hachiban.co.jp/ 

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）後藤 四郎 

問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長 （氏名）田中 茂 ＴＥＬ （０７６）２９２－０８８８ 

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

  営業収益［売上高］ 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 1,440[1,318] △2.9[△3.4] 18 △63.5 33 △52.0 11 － 

19年３月期第１四半期 1,483[1,365] △0.9[△0.6] 51 － 68 504.3 △106 － 

19年３月期 5,988[5,525] △0.4[△0.3] 314 52.8 377 42.4 1 △98.3 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 0 67 － － 

19年３月期第１四半期 △6 48 － － 

19年３月期 0 09 － － 

(2）連結財政状態  

  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 

20年３月期第１四半期 4,796 3,129 65.3 190 84 

19年３月期第１四半期 5,157 3,279 63.6 193 23 

19年３月期 4,728 3,160 66.8 192 67 

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月期第１四半期 11 △95 △71 564 

19年３月期第１四半期 117 △96 △79 828 

19年３月期 412 △170 △412 719 
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２．配当の状況 

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月21日 ～ 平成20年３月20日） 【参考】 

 平成19年５月１日に公表いたしました業績予想値に変更はありません。 

４．その他 

(1）期中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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 有 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 無 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

  １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

19年３月期 － － 2 00 － － 2 50 4 50 

20年３月期（予想） － － 2 00 － － 2 00 4 00 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰やこれに起因する様々なコストアップが多

方面で生じているなか、堅調な設備投資、企業業績の改善につれ、個人消費にも回復の兆しが見えて

まいりました。 

 しかしながら、外食産業におきましては、店舗数過剰による競争の熾烈化、既存店舗売上高の低迷

は長期化し、加えて景気回復により、従業員の新規採用やパートタイマー募集は厳しさを増し、人手

不足・人材難が拡がるなど、企業経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ。）は、食材の見直しに

より、より本物志向、より健康志向の商品を提供するとともに、店舗環境をより整備し、「接客が素

晴らしい」といわれるサービスの向上に努めております。 

 ８番らーめんフランチャイズチェーン事業（ＦＣ事業）では、本物志向、健康志向の商品政策の一

環として、主力商品である「野菜らーめん」のブラッシュアップを継続して進めるとともに、石川県

能登半島で古くから栽培されている地域野菜「中島菜（なかじまな）」を採用した「菜めし」を期間

限定で発売し、好評を得ております。 

 和食事業では、寿しメニューの強化、北陸の郷土料理や季節感あふれる手造り料理の充実を継続

し、より専門性の高い商品の提供を行っております。当期は、ＪＲ金沢駅西口に八兆屋・駅の蔵（は

っちょうや・えきのくら）金沢駅店を新たに出店し、事業の拡大を進めました。 

 中華事業では、テーブルサービスによる飲茶と鍋料理の食べ放題業態「AsiandayS（アジアンデイ

ズ）」の業態の確立を進めております。 

 海外出店活動は、新たな地域でのエリアライセンス契約の締結に向けてパートナーの選定に努める

とともに、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店を行っております。 

 外販事業では、新たな生麺製品のカテゴリーである、生麺とスープを組み合わせて購入できる「八

番麺工房（はちばんめんこうぼう）」の製品アイテムの強化を行い、北陸地域、中国四国地域、関東

圏への更なる販路拡大を進めております。 

 当第１四半期末の当社グループ店舗数は244店舗となっております。その内訳は、らーめん事業146

店舗、中華事業3店舗、和食事業７店舗、海外88店舗であります。 

 以上の結果、前期に不採算直営店舗の閉鎖を行ったことに加え、平成19年3月25日に発生しました

能登半島地震による来店客数の減少も影響して売上高は減少し、当第１四半期末の売上高は13億18百

万円（前年同期比3.4％減）、ロイヤリティ収入等を含む営業収益は14億40百万円（前年同期比2.9％

減）となりました。営業利益は、品質維持を絶対条件としたコストアップの抑止活動と、より一層の

販売管理費の支出抑制に努めるほか、不採算直営店の閉鎖による改善効果はあるものの、直営店舗の

新規出店（八兆屋・駅の蔵 金沢駅店）に係る一時的な開業費用を計上したことにより、18百万円

（前年同期比63.5％減）、経常利益は33百万円（前年同期比52.0％減）となりました。しかしながら

当期純利益は、前期に計上した減損損失１億36百万円の減少等により、11百万円（前年同期比１億17

百万円増）となりました。 

 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の財政状態の分析は、以下のとおりです。    

(資産)  

 当第１四半期末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ67百万円増加して47億96百万

円となりました。これは主に現金及び預金が１億55百万円減少したものの、新規出店２店舗など

での有形固定資産が99百万円増加したことや、受取手形及び売掛金が61百万円増加したことによ

るものであります。 

(負債) 

 当第１四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加して16億66百万

円となりました。これは主に未払法人税等が60百万円減少したものの、買掛金が48百万円や賞与

引当金が45百万円増加したことによるものであります。  

(純資産)  

 当第１四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ30百万円減少して31億29百

万円となりました。これは主に利益剰余金が29百万円減少したことによるものであります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は、ほぼ計画どおりに推移しております。現時点におきましては、平成

19年５月１日に公表いたしました業績予想値に変更はありません。 

４．その他 

(1）期中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） 

 該当事項はありません。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

 （千円未満は切捨て表示）

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末 
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

 １．現金及び預金 831,217 567,210 △264,006 △31.8 722,321 

 ２．受取手形及び売掛金 358,146 355,875 △2,271 △0.6 294,211 

 ３．たな卸資産 79,086 96,484 17,397 22.0 74,704 

 ４．繰延税金資産 76,449 77,650 1,201 1.6 77,650 

 ５．その他 161,698 191,032 29,334 18.1 144,882 

 ６．貸倒引当金 △11,548 △1,771 9,777 △84.7 △2,630 

流動資産合計 1,495,048 1,286,482 △208,566 △14.0 1,311,140 

Ⅱ 固定資産           

 １．有形固定資産           

 (1) 建物及び構築物 912,198 916,485 4,287 0.5 820,785 

 (2) 機械装置及び運搬具 109,480 101,949 △7,530 △6.9 100,231 

 (3) 工具、機器及び備品 168,617 150,308 △18,308 △10.9 127,637 

 (4) 土地 1,084,540 1,053,501 △31,039 △2.9 1,053,501 

 (5) 建設仮勘定 － － － － 20,150 

 有形固定資産合計 2,274,836 2,222,245 △52,591 △2.3 2,122,305 

 ２．無形固定資産 72,505 73,753 1,247 1.7 79,126 

 無形固定資産合計 72,505 73,753 1,247 1.7 79,126 

 ３．投資その他の資産           

 (1) 投資有価証券 325,828 294,674 △31,154 △9.6 294,674 

 (2) 長期貸付金 185,208 124,295 △60,913 △32.9 139,095 

 (3) 関係会社出資金 98,664 95,664 △3,000 △3.0 95,664 

 (4) 差入保証金 338,956 346,829 7,872 2.3 332,779 

 (5) 保険積立金 259,523 246,496 △13,026 △5.0 245,270 

 (6) 繰延税金資産 42,408 49,097 6,688 15.8 49,097 

 (7) その他 101,145 97,489 △3,655 △3.6 99,840 

 (8) 貸倒引当金 △36,340 △40,541 △4,201 11.6 △40,059 

 投資その他の資産合計 1,315,396 1,214,006 △101,389 △7.7 1,216,363 

固定資産合計 3,662,738 3,510,004 △152,733 △4.2 3,417,795 

資産合計 5,157,787 4,796,487 △361,300 △7.0 4,728,936 
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科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末 
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減 
（参考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

 １．買掛金 191,263 204,373 13,109 6.9 156,183 

 ２．短期借入金 217,088 225,200 8,112 3.7 242,683 

 ３．一年内償還社債 86,000 80,000 △6,000 △7.0 80,000 

 ４．未払法人税等 45,512 23,482 △22,030 △48.4 83,851 

 ５．賞与引当金 132,693 134,572 1,879 1.4 88,967 

 ６．役員賞与引当金 3,549 3,502 △47 △1.3 － 

 ７．その他 354,821 353,987 △833 △0.2 258,438 

流動負債合計 1,030,927 1,025,117 △5,809 △0.6 910,123 

Ⅱ 固定負債           

 １．社債 185,000 105,000 △80,000 △43.2 105,000 

 ２．長期借入金 160,951 99,942 △61,009 △37.9 112,787 

 ３．繰延税金負債 53,890 － △53,890 △100.0 － 

 ４．役員退職慰労引当金 224,980 226,910 1,930 0.9 223,864 

 ５．預り保証金 222,395 209,583 △12,811 △5.8 217,089 

固定負債合計 847,218 641,436 △205,781 △24.3 658,741 

負債合計 1,878,145 1,666,554 △211,590 △11.3 1,568,864 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １．資本金 1,518,454 1,518,454 0 0.0 1,518,454 

 ２．資本剰余金 1,481,671 1,481,671 0 0.0 1,481,671 

 ３．利益剰余金 231,664 276,074 44,410 19.2 305,972 

 ４．自己株式 △21,671 △212,790 △191,118 881.9 △212,550 

株主資本合計 3,210,118 3,063,410 △146,708 △4.6 3,093,549 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 その他有価証券評価差額金 69,523 66,522 △3,001 △4.3 66,522 

評価・換算差額等合計 69,523 66,522 △3,001 △4.3 66,522 

純資産合計 3,279,642 3,129,932 △149,709 △4.6 3,160,071 

負債純資産合計 5,157,787 4,796,487 △361,300 △7.0 4,728,936 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

 （千円未満は切捨て表示）

科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期
第１四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,365,209 1,318,268 △46,940 △3.4 5,525,238 

Ⅱ 売上原価 637,272 618,814 △18,457 △2.9 2,629,658 

売上総利益 727,937 699,453 △28,483 △3.9 2,895,580 

Ⅲ 営業収入 117,855 122,061 4,205 3.6 463,097 

営業総利益 845,792 821,514 △24,277 △2.9 3,358,678 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 794,664 802,854 8,190 1.0 3,043,866 

 １．運賃 56,571 57,268 697 1.2 238,087 

 ２．役員報酬 29,328 27,747 △1,581 △5.4 121,247 

 ３．給与手当 266,020 273,566 7,546 2.8 1,119,257 

 ４．賞与引当金繰入額 39,732 40,013 281 0.7 75,263 

 ５．退職給付費用 4,397 4,413 16 0.4 17,260 

 ６．役員退職慰労引当金繰
入額 

3,198 3,046 △151 △4.8 13,049 

 ７．地代家賃 58,979 55,320 △3,658 △6.2 233,720 

 ８．水道光熱費 41,052 38,262 △2,789 △6.8 166,021 

 ９．減価償却費 33,972 29,448 △4,523 △13.3 143,735 

 10．その他 261,413 273,765 12,352 4.7 916,225 

営業利益 51,127 18,660 △32,467 △63.5 314,811 

Ⅴ 営業外収益 37,104 34,824 △2,280 △6.1 141,218 

 １．受取利息 2,120 1,728 △392 △18.5 8,278 

 ２．賃貸収益 17,534 17,063 △471 △2.7 68,178 

 ３．保険金収入 2,127 539 △1,587 △74.6 8,656 

 ４．受入手数料 6,839 9,524 2,684 39.2 26,751 

 ５．電算機器使用料収入 4,114 4,104 △10 △0.3 16,416 

 ６．その他 4,367 1,864 △2,502 △57.3 12,937 

Ⅵ 営業外費用 19,432 20,459 1,027 5.3 78,888 

 １．支払利息 1,999 1,719 △279 △14.0 7,737 

 ２．賃貸費用 17,154 17,026 △127 △0.7 67,706 

 ３．その他 279 1,713 1,434 513.7 3,444 

経常利益 68,800 33,025 △35,775 △52.0 377,141 
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科目 

前年同四半期 
（平成19年３月期
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期
第１四半期） 

増減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅶ 特別利益 － 592 592 － 5,104 

 １．貸倒引当金戻入 － － － － 5,104 

 ２．固定資産売却益 － 592 592 － － 

Ⅷ 特別損失 136,440 2,812 △133,627 △97.9 288,804 

 １．固定資産除却損 － 2,205 2,205 － 14,824 

 ２．減損損失 136,440 607 △135,833 △99.6 249,556 

 ３．関係会社株式評価損 － － － － 15,071 

 ４．関係会社株式売却損 － － － － 9,351 

税金等調整前四半期（当期）
純利益 

－ 30,804 30,804 － 93,441 

税金等調整前四半期（当期）
純損失 

67,640 － △67,640 △100.0 － 

税金費用 39,000 19,700 △19,300 △49.5 91,829 

四半期（当期）純利益 － 11,104 11,104 － 1,611 

四半期（当期）純損失 106,640 － △106,640 △100.0 － 
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年６月20日）  （千円未満は切捨表示） 

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 305,972 △212,550 3,093,549 

第１四半期連結会計期間中の変動
額          

剰余金の配当（注）     △41,003   △41,003 

四半期純利益     11,104   11,104 

自己株式買取       △240 △240 

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額 

          

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円） 

0 0 △29,898 △240 △30,138 

平成19年６月20日 残高（千円） 1,518,454 1,481,671 276,074 △212,790 3,063,410 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,160,071 

第１四半期連結会計期間中の変動
額      

剰余金の配当（注）     △41,003 

四半期純利益     11,104 

自己株式買取     △240 

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額 

0 0 0 

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円） 

0 0 △30,138 

平成19年６月20日 残高（千円） 66,522 66,522 3,129,932 
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （千円未満は切捨て表示）

 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前四半期（当期）純損益  △106,640 11,104 93,441 

減価償却費 46,014 40,322 193,055 

為替差益 － － △3,190 

減損損失 136,440 607 249,556 

関係会社株式評価損 － － 15,071 

関係会社株式売却損 － － 9,351 

役員退職慰労引当金の増加額 3,198 3,046 2,082 

賞与引当金の増加額 46,568 45,605 2,842 

貸倒引当金の減少額 △34 △377 △5,234 

役員賞与引当金の増加額 3,549 3,502 － 

受取利息 △2,120 △1,728 △8,278 

支払利息 1,999 1,719 7,737 

有形固定資産除却損 － 2,205 14,824 

有形固定資産売却益 － △592 － 

売上債権の増減額 △26,799 △61,663 37,135 

たな卸資産の増加額 △16,541 △21,779 △12,159 

仕入債務の増減額 △24,040 48,190 △59,120 

役員賞与の支払額 △8,500 － △8,500 

その他  152,826 24,984 38,150 

小計 205,919 95,148 566,764 

利息の受取額 2,120 1,728 8,278 

利息の支払額 △2,385 △1,719 △7,856 

法人税等の支払額 △88,564 △83,669 △154,384 

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,089 11,487 412,803 
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前年同四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

出資金の取得による支出 △18,454 － △18,454 

有形固定資産の取得による支出 △68,050 △97,506 △157,722 

有形固定資産の売却による収入 － 1,303 － 

無形固定資産の取得による支出 △24,400 － △46,938 

差入保証金の払込による支出 △258 △31,957 △5,088 

差入保証金の返還による収入 5,834 17,908 17,361 

貸付金の回収による収入 8,916 15,225 40,021 

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,411 △95,026 △170,820 

Ⅲ 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 △11,000 － 70,000 

長期借入金の返済による支出 △34,519 △30,328 △138,088 

社債の償還による支出 － － △86,000 

自己株式の取得による支出 － △240 △190,878 

配当金の支払額 △33,944 △41,003 △67,888 

財務活動によるキャッシュ・フロー △79,463 △71,571 △412,854 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 3,190 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △58,785 △155,110 △167,681 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 887,002 719,321 887,002 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 828,217 564,210 719,321 
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