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（百万円未満切捨て） 

１．平成20年12月期第１四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第１四半期 2,421 － 24 － 20 － △4 －

19年12月期第１四半期 － － － － － － － －

19年12月期 7,317 － 162 － 146 － 106 －

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12月期第１四半期 △575 △51 － －

19年12月期第１四半期 － － － －

19年12月期 15,350 25 － －

（注）平成19年12月期第1四半期は、決算期変更のため対象期間が異なっておりますので記載しておりません。

(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

20年12月期第１四半期 5,443 1,009 18.5 145,027 87

19年12月期第１四半期 － － － － －

19年12月期 5,602 1,048 18.7 150,603 38

（注）平成19年12月期第1四半期は、決算期変更のため対象期間が異なっておりますので記載しておりません。

(3）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12月期第１四半期 100 △76 △187 163

19年12月期第１四半期 － － － －

19年12月期 236 △258 △224 327

（注）平成19年12月期第１四半期は、決算期変更のため対象期間が異なっておりますので記載しておりません。 
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年12月期第１四半期 － －

20年12月期第１四半期 － －

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 4,800 0.3 150 3.3 130 △2.6 40 △17.9 5,747 13

通期 10,000 － 380 － 340 － 120 － 17,241 38

（注）平成19年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、通期対前期増減率は記載しておりませ

ん。 

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　無

(2）最近事業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．その他をご覧下さい。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　上記に記載した業績予想数値は、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、多分に不確実な要素

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

 （営業の概況）

第１四半期（平成20年１月～平成20年３月）の概況

  当第１四半期におけるわが国の経済は、米国経済の減速や金融市場の混乱などの影響により景気に減速感が広がって

まいりました。

　外食産業におきましては、中国冷凍餃子中毒事件等での食の安全に対する問題や食材の仕入価格の高騰、採用難によ

る人件費の増などにより、依然として厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の下、当社におきましては、「既存店業績の向上」「人材育成と人材教育」「食の安全・安心・健康

志向への取り組み」等の課題に取り組んでまいりました。

　当第１四半期における新規出店は３月に「天丼てんや上野浅草口店」「てんやおじさんの天ぷら屋台トレッサ横浜店」

の２店舗を出店いたしました。また、店舗環境の改善のために、３店舗の改修を実施いたしました。この結果、当第１

四半期末における直営店店舗数は122店舗（天丼てんや114店舗、天ぷらてんや３店舗、とんかつおりべ１店舗、てんや

おじさんの天ぷら屋台４店舗）、直営店以外の業務提携店等は６店舗となりました。

　以上の結果、当第1四半期における売上高は2,421,000千円（内、ロイヤリティー収入4,235千円）、経常利益は20,161

千円となりました。特別損失として固定資産除却損22,014千円を計上した結果、当期純損失は4,005千円となりまし

た。

　当社は平成19年12月期において決算期を変更し９ヶ月の変則決算となりました。そのため、前第１四半期（平成19年

４月１日～平成19年６月30日）と当第１四半期（平成20年１月１日～平成20年３月31日）とは対象期間が異なっている

ため、前第１四半期との対前年比較を行っておりません。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況 

　当第１四半期における総資産は、前事業年度末に比べ159,352千円減少して5,443,607千円となりました。この主な要

因は、現金及び預金が163,985千円減少し、短期繰延税金資産が29,579千円増加したことによるものです。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ120,546千円減少して4,434,213千円となりました。この主な要因は、流動

負債が107,276千円減少し、固定負債が13,271千円減少したことによるものです。

　純資産につきましたは、38,805千円減少して1,009,394千円になりました。この主な要因は、利益剰余金が38,805千円

減少したことによるものです。　 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ163,985千円減少し163,864千円となりました。

当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、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） 

当第１四半期における営業活動の結果、得られた資金は100,467千円となりました。これは主に、減価償却費64,386千

円計上したこと及び未払費用の増加額が52,361千円となったのに対し、未払金の減少額43,199千円があったこと等によ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において投資活動の結果、支出した資金は76,700千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出63,117千円、差入保証金の差入れ及び更新料等の支出23,437千円に対し、差入保証金の返戻による収入が

9,855千円あったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期における財務活動の結果、支出した資金は187,752千円となりました。これは主に、長期借入金による収

入が300,000千円、一方で長期借入金の約定返済が407,573千円、配当金の支払いが34,822千円あったこと等によるもの

であります。 
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３．業績予想に関する定性的情報

  今後のわが国の経済は、世界的な金融不安や国内政治の混迷など、先行きは不透明な状況が続くことが予想されま

す。

　外食産業におきましては、食の安全に対する問題や相次ぐ食品の値上げなどによって、消費者が外食を手控えるムー

ドが徐々に広がっており、市場全体に強い停滞感が広がっております。

　このような状況の下、当社におきましては、来店客数の増加による業績の向上に注力しつつ、積極的な新規出店によ

る収益力の強化を進めてまいりたいと考えております。

　通期の見通しとしましては、売上高10,000百万円、経常利益340百万円、当期純利益120百万円を見込んでおり、平成

20年２月19日に公表いたしました業績予想数値に変更はございません。

４．その他

最近事業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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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期末）

（参考）前期末

(平成19年12月期末)

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

１．現金及び預金 163,864 327,850

２．営業未収入金 116,045 125,847

３．商品 29,700 33,423

４．貯蔵金 658 543

５．前払費用 102,603 106,795

６．繰延税金資産 70,872 41,292

７．その他 59,663 65,660

８．貸倒引当金 △212 △212

流動資産合計 543,196 701,201

Ⅱ　固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 1,766,596 1,764,382

２．機械及び装置 18,785 20,818

３．工具、器具及び備品 33,382 31,962

有形固定資産合計 1,818,763 1,817,163

(2）無形固定資産 7,550 9,604

(3）投資その他の資産   

１．長期前払費用 54,425 51,641

２．繰延税金資産 227,106 228,833

３．差入保証金 2,796,612 2,798,583

４．その他 319 299

５．貸倒引当金 △4,368 △4,368

投資その他の資産合計 3,074,095 3,074,989

固定資産合計 4,900,410 4,901,757

資産合計 5,443,607 5,602,959
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科目

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期末）

（参考）前期末

(平成19年12月期末)

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

１．買掛金 295,370 331,397

２．短期借入金 456,439 500,000

３．１年以内返済予定の
長期借入金

1,105,718 1,195,261

４．未払金 206,001 226,394

５．未払費用 348,064 297,288

６．未払法人税等 36,059 75

７．未払消費税等 44,208 33,100

８．預り金 23,895 38,761

９．その他 5,440 6,196

流動負債合計 2,521,199 2,628,475

Ⅱ　固定負債   

１．長期借入金 1,573,560 1,591,590

２．長期未払金 96,791 98,979

３．退職給付引当金 231,854 223,920

４．長期預り保証金 5,200 5,200

５．その他 5,607 6,594

固定負債合計 1,913,013 1,926,284

負債合計 4,434,213 4,554,759

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

１．資本金 433,800 433,800

２．資本剰余金 191,120 191,120

３．利益剰余金 384,474 423,279

株主資本合計 1,009,394 1,048,199

Ⅱ　評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価
差額金

－ －

評価・換算差額等合計 － －

純資産合計 1,009,394 1,048,199

負債純資産合計 5,443,607 5,602,959
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

（参考）前期

(平成19年12月期)

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,421,000 7,317,950

Ⅱ　売上原価 737,613 2,226,963

売上総利益 1,683,386 5,090,986

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,658,803 4,928,678

営業利益 24,582 162,308

Ⅳ　営業外収益 11,128 27,147

Ⅴ　営業外費用 15,550 42,917

経常利益 20,161 146,538

Ⅵ　特別利益 － 933

Ⅶ　特別損失 22,014 105,962

税引前四半期純損失（△）
又は税引前（当期）純利益

△1,853 41,508

法人税、住民税及び事業税 30,005 15,007

法人税等調整額 △27,852 △80,336

四半期純損失（△）又は
（当期）純利益

△4,005 106,837
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(3)（要約）四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成19年12月31日　残高
（千円）

433,800 191,120 191,120 3,270 97 200,000 219,911 423,279 1,048,199

四半期中の変動額

特別償却準備金の取崩 － － － － － － － － －

剰余金の配当 － － － － － － △34,800 △34,800 △34,800

四半期純利益 － － － － － － △4,005 △4,005 △4,005

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

四半期中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － △38,805 △38,805 △38,805

平成20年３月31日　残高
（千円）

433,800 191,120 191,120 3,270 97 200,000 181,105 384,474 1,009,394

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12月31日　残高
（千円）

－ － 1,048,199

四半期中の変動額

特別償却準備金の取崩 － －  

剰余金の配当 － － △34,800

四半期純利益 － － △4,005

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － －

四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △38,805

平成20年３月31日　残高
（千円）

－ － 1,009,394
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(4)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成20年12月期
　第１四半期）

（参考）前期

（平成19年12月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税引前四半期純損失又は
税引前純利益

△1,853 41,508

減価償却費 64,386 199,221

減損損失 － 47,814

長期前払費用償却 7,647 24,575

退職給付引当金の増加額 7,934 46,859

役員退職慰労引当金の減少
額

△391 －

貸倒引当金の増加額 － △35

受取利息 △252 △553

支払利息 12,704 39,344

投資有価証券売却益 － △933

固定資産除却損 22,014 53,372

売上債権の減少額
　　　 （△増加額）

9,802 △9,709

棚卸資産の減少額
（△増加額）

3,608 △8,243

前払費用の減少額
（△増加額）

4,262 △4,421

その他の資産減少額 11,097 34,821

その他の負債増加額
（△減少額） 

6,054 △6,716

仕入債務の増加額
（△減少額）

△36,026 51,761

未払金の減少額 △43,199 △16,495

未払費用の増加額
（△減少額）

52,361 △45,387

預り金の増加額
（△減少額）

△14,865 19,015

未払消費税等の増加額 11,108 3,086

長期預り保証金の増加額 － 1,000

その他 △1,742 △5,459

小計 114,650 464,428

利息の受取額 252 381

利息の支払額 △14,360 △38,786

法人税等の支払額 △75 △189,454

営業活動によるキャッシュ・
フロー

100,467 236,568
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当四半期
（平成20年12月期
　第１四半期）

（参考）前期

（平成19年12月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

△63,117 △214,317

有価証券の取得による支出 － △14

投資有価証券売却による収
入 

－ 8,110

差入保証金の差入による支
出

△15,740 △54,424

差入保証金の返戻による収
入

9,855 47,982

長期前払費用の増加額 △7,697 △46,065

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△76,700 △258,727

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の減少額 △43,560 －

長期借入れによる収入 300,000 900,000

長期借入金の返済による支
出

△407,573 △1,084,279

配当金の支払額 △34,822 △34,777

その他 △1,796 △5,389

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△187,752 △224,445

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△163,985 △246,605

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 327,850 574,455

Ⅵ　現金及び現金同等物四半期末
（期末）残高

163,864 327,850
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