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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 4,297 2.5 30 △78.1 26 △81.4 △6 ―

20年3月期第1四半期 4,129 7.9 137 8.2 144 20.5 77 52.8

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

21年3月期第1四半期 △1.25 ―

20年3月期第1四半期 15.21 ―

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

21年3月期第1四半期 6,651 2,190 28.3 368.81
20年3月期 6,596 2,420 31.6 408.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,880百万円 20年3月期  2,084百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 8,860 3.4 145 △58.7 125 △62.9 20 △84.4 3.92
通期 18,050 5.2 445 △26.7 400 △30.7 105 △49.8 20.59

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予
想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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） 21年3月期第1四半期  5,100,000株 20年3月期  5,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,100,000株 20年3月期第1四半期  5,100,000株

－1－
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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経済は、原油や穀物価格の高騰による物価上昇、サブプライムローン問題を

契機とした米国の景気減速懸念など、先行き不透明な状況で推移いたしました。

外食産業におきましても、個人所得が伸び、消費者の生活防衛意識が強まる中、原材料費、物流費及び人

件費等の上昇が見られ、経営環境は一段と厳しさを増しております。

このような状況の下、当社グループは、国内におきましては、直営の新規出店を抑制し、店舗の改装等に

よる既存店舗の活性化を図るとともに、フランチャイズ（ＦＣ）事業の拡大に注力して参りました。また、

海外におきましては、タイ王国及び台湾における事業展開に鋭意取組むとともに、香港における事業展開と

インドネシア共和国における海外ＦＣ展開の準備を進めて参りました。

これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高は4,297百万円（前年同期比2.5％増）となりましたが、原

材料費及び物流費の上昇に加え、店舗に係る人件費を主なものとする販管費の上昇により、営業利益30百万

円（同78.1％減）、経常利益26百万円（同81.4％減）となり、国内における既存店舗の改装による固定資産除

却損15百万円の特別損失の計上があったため、四半期純損失6百万円（前年同期は77百万円の四半期純利益）

となりました。

（事業の種類別セグメントの業績）

① 飲食事業

飲食事業は、５月に実施いたしました「大戸屋ごはん処」のグランドメニュー改定においては、原材料費

の上昇に伴い、一部の商品の価格を上げておりますが、より一層素材と品質にこだわり、安全・安心でお値

打ち感の高い商品開発を行って参りました。

店舗展開につきましては、国内においては、直営店２店舗（おとや熱海店、ロックタウン山梨中央店）を

新規に出店するとともに、ＦＣ店１店舗（ＵＮＩＭＯちはら台店）を直営店舗として譲受ける一方、直営店

２店舗（ビビットスクエア南船橋店、小田急町田北口店）を閉店しております。

海外展開につきましては、 タイ王国及び台湾における既存店舗の収益力の強化を図るとともに、香港にお

ける出店に向けた準備に取組んで参りました。

これにより、当第１四半期末における飲食事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」126店舗、「おおと

や厨房」２店舗、「おとや」２店舗、「OOTOYA's Kitchen」１店舗、「海外店舗」17店舗（タイ王国11店舗、台

湾６店舗）の総計148店舗となりました。

以上の結果、飲食事業の当第１四半期の売上高は3,500百万円、営業利益は64百万円となりました。

② フランチャイズ事業

フランチャイズ事業は、「大戸屋ごはん処」７店舗（イオン読谷ショッピングセンター店、富士吉田店、松

前店、センター南駅前ａｕｎｅ店、笹塚駅前店、ゆめタウン出雲店、北見店）の新規出店と２店舗（岐阜美

濃加茂店、各務原店）の閉店に加え、上述の通り１店舗の譲渡があったため、当第１四半期末におけるフラ

ンチャイズ事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」80店舗となりました。

また、当第１四半期においては、インドネシア共和国におけるフランチャイズ事業の展開に向けて出店準

備を進めて参りました。

以上の結果、フランチャイズ事業の当第１四半期の売上高は797百万円、営業利益は73百万円となりま

した。
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（所在地別セグメントの業績）

① 日本

直営店舗は２店舗の新規出店と２店舗の閉店がありましたが、フランチャイズ加盟店舗の増加によるロイ

ヤルティ収入等が増加したため、日本における売上高は3,921百万円、営業利益は144百万円となりました。

② アジア

タイ王国及び台湾における新規出店はなく、アジアにおける売上高は376百万円、営業損失は4百万円とな

りました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産) 

当第１四半期末の流動資産は、現金及び預金1,245百万円を主なものとして2,080百万円（前連結会計年度

末比5.7％増）、また、固定資産は、店舗等の有形固定資産2,727百万円及び敷金及び保証金1,408百万円を主

なものとして4,570百万円（同1.3％減）であり、資産合計では6,651百万円（同0.8％増）となりました。

(負債)

当第１四半期末の流動負債は、借入金2,103百万円、買掛金573百万円及び未払金564百万円を主なものとし

て3,560百万円（前連結会計年度末比％3.6増）、固定負債は、長期借入金500百万円を主なものとして900百万

円（同22.0％増）であり、負債合計では4,461百万円（同6.8％増）となりました。

(純資産)

当第１四半期末の純資産は2,190百万円となり、自己資本比率は28.3％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期の業績は概ね予定通りに推移しており、平成20年５月14日付「平成20年３月期決算短信」に

おいて発表いたしました業績予想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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 四半期連結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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号)を適用しております。

③ 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終

改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を早期に適

用しております。

― 3 ―

決算短信 2008年07月30日 13時13分 00928xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱大戸屋(2705) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,245,439 1,110,806

売掛金 325,624 321,123

たな卸資産  34,568 41,460

その他 485,555 494,760

貸倒引当金 △10,467 －

流動資産合計 2,080,720 1,968,150

固定資産

有形固定資産

建物 2,288,262 2,398,095

その他 438,742 390,653

有形固定資産合計 2,727,004 2,788,748

無形固定資産

のれん 10,873 12,850

その他 46,148 38,901

無形固定資産合計 57,021 51,752

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,408,273 1,418,347

その他 378,411 369,938

投資その他の資産合計 1,786,684 1,788,285

固定資産合計 4,570,711 4,628,786

資産合計 6,651,432 6,596,936

負債の部

流動負債

買掛金 573,409 610,373

短期借入金 1,453,000 1,330,000

1年内返済予定の長期借入金 650,691 585,836

未払金 564,243 543,549

未払法人税等 16,588 89,861

賞与引当金 12,406 19,394

店舗閉鎖損失引当金 44,146 61,691

その他 246,265 197,216

流動負債合計 3,560,751 3,437,922

固定負債

長期借入金 500,472 344,844

退職給付引当金 129,137 125,521

負ののれん 19,500 20,647

その他 251,524 247,453

固定負債合計 900,634 738,467

負債合計 4,461,386 4,176,389
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 467,200 467,200

資本剰余金 385,400 385,400

利益剰余金 1,097,447 1,205,840

株主資本合計 1,950,047 2,058,440

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △69,099 26,413

評価・換算差額等合計 △69,099 26,413

少数株主持分 309,098 335,692

純資産合計 2,190,045 2,420,546

負債純資産合計 6,651,432 6,596,936
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,297,905

売上原価 1,644,482

売上総利益 2,653,422

販売費及び一般管理費 2,623,269

営業利益 30,153

営業外収益

受取利息 563

受取配当金 1

持分法による投資利益 32

協賛金収入 4,692

その他 4,715

営業外収益合計 10,004

営業外費用

支払利息 13,185

営業外費用合計 13,185

経常利益 26,971

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 568

特別利益合計 568

特別損失

固定資産除却損 15,756

その他 2

特別損失合計 15,759

税金等調整前四半期純利益 11,779

法人税、住民税及び事業税 7,366

法人税等調整額 8,790

法人税等合計 16,157

少数株主利益 2,015

四半期純利益 △6,393
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11,779

減価償却費 117,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,467

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,831

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △17,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,615

受取利息及び受取配当金 △576

支払利息 13,185

持分法による投資損益（△は益） △32

有形固定資産売却損益（△は益） 2

有形固定資産除却損 15,756

売上債権の増減額（△は増加） △4,501

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,060

前払費用の増減額（△は増加） △32,708

未収入金の増減額（△は増加） 6,133

仕入債務の増減額（△は減少） △31,871

未払金の増減額（△は減少） △36,345

未払費用の増減額（△は減少） △15,819

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,154

その他 15,065

小計 105,720

利息及び配当金の受取額 530

利息の支払額 △13,945

法人税等の支払額 △72,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △10,053

貸付金の回収による収入 5,864

有形固定資産の取得による支出 △123,736

有形固定資産の売却による収入 25

無形固定資産の取得による支出 △802

長期前払費用の取得による支出 △15,285

敷金及び保証金の差入による支出 △11,254

敷金及び保証金の回収による収入 13,850

その他 △5,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 800,000

短期借入金の返済による支出 △677,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △170,749

リース債務の返済による支出 △1,269

配当金の支払額 △68,308

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,633

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,141,439
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

飲食事業
(千円)

フランチャイズ
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,500,811 797,093 4,297,905 ― 4,297,905

(2) セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,500,811 797,093 4,297,905 ― 4,297,905

営業費用 3,435,963 723,165 4,159,128 108,623 4,267,752

営業利益 64,847 73,928 138,776 (108,623) 30,153

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な製品

(1) 飲食事業・・・・・・・・・・一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業

(2) フランチャイズ事業・・・・・フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(108,623千円)の主なものは、当社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

日本
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,921,669 376,235 4,297,905 ― 4,297,905

(2) セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

25,858 ― 25,858 (25,858) ―

計 3,947,528 376,235 4,323,763 (25,858) 4,297,905

営業費用 3,803,064 380,710 4,183,774 83,977 4,267,752

営業利益又は営業損失（△） 144,464 △4,475 139,989 (109,836) 30,153

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア・・・・・タイ王国、台湾、香港

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(108,623千円)の主なものは、当社の総務部門

等管理部門に係る費用であります。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
   第１四半期）

金額(百万円）

Ⅰ 売上高 4,192

Ⅱ 売上原価 1,512

　 売上総利益 2,679

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,542

　 営業利益 137

Ⅳ 営業外収益 20

Ⅴ 営業外費用 13

　 経常利益 144

Ⅵ 特別利益 27

Ⅶ 特別損失 26

　 税金等調整前四半期純利益 145

　 税金費用 63

　 少数株主利益 5

　 四半期純利益 77
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