


定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間における我が国経済は、米国サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退懸念

や株式・為替市場の変動、原油価格の高騰等から、景気回復が足踏み状態となっております。

　外食産業におきましては、ガソリン価格の高騰、消費者物価の上昇等により、消費マインドが悪化し、依然として

厳しい状況が続いております。

　このような経済状況のもと当社は、季節感を取り入れた新商品の投入や、商品の品質向上とその安定化のための施

策を積極的に進めてまいりました。

　店舗展開につきましては、ミスタードーナツ５店舗、モスバーガー１店舗をリニューアルいたしました。新規出店、

退店はありませんでした。これにより当第１四半期末の店舗数は、久兵衛屋48店舗、ミスタードーナツ42店舗、モス

バーガー11店舗の合計101店舗となりました。

　以上の結果、当第１四半期の業績につきましては、売上高は17億78百万円となりました。利益につきましては、既

存店の売上減とリニューアルに伴う撤去費用増により、経常利益は１百万円、四半期純損失は10百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の資産総額につきましては、店舗リニューアル等の設備投資による有形固定資産の増加等により、

37億94百万円となりました。

　負債総額につきましては、店舗リニューアルの設備投資を行う為の長期借入金を行ったこと等により、11億87百万

円となりました。

　純資産額につきましては期末配当金の支出による減少、四半期純損失を計上したことにより、26億７百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は68.7％となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　今後の当社といたしましては、消費マインドの悪化等による影響を第1四半期こそ受けましたが、より競争力をつけ

るため、商品のブラッシュアップ、人材育成の強化、新規出店等により、消費者のニーズと外部環境に合わせた戦略

を推進し、売上の向上を最優先課題として取り組んでまいります。したがいまして、2008年５月12日公表の2009年３

月期の通期業績予想に変更はございません。なお、環境の変化等により業績予想に変更がある場合は、速やかに公表

いたします。

４．その他

（１）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　該当事項はありません。

（２）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　①たな卸資産

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　2006年７月５日　企業会計基準第９号）を当第１四

半期会計期間から適用し、評価基準については、最終仕入原価法による原価法から最終仕入原価法による原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　これによる損益への影響はありません。

　②リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（1993年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

2007年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（1994年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、2007年３月30日改正））が2008年４月１日以降開始する事業年度

に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。

　これによる損益への影響はありません。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(2008年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2008年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 474,183 433,921

受取手形及び売掛金 85,623 100,502

原材料 37,952 34,552

貯蔵品 885 －

繰延税金資産 49,727 44,484

その他 76,467 71,087

流動資産合計 724,840 684,549

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 907,685 877,800

工具、器具及び備品（純額） 324,942 318,612

土地 160,383 160,383

その他（純額） 299,400 292,844

有形固定資産合計 1,692,410 1,649,640

無形固定資産 25,975 26,716

投資その他の資産   

投資有価証券 46,896 42,767

差入保証金 1,247,380 1,256,442

長期前払費用 20,130 20,896

保険積立金 5,234 4,870

繰延税金資産 18,001 23,042

その他 13,942 14,299

投資その他の資産合計 1,351,586 1,362,318

固定資産合計 3,069,972 3,038,675

資産合計 3,794,813 3,723,224

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 186,062 200,449

短期借入金 180,000 66,000

1年内返済予定の長期借入金 185,002 170,008

未払法人税等 7,100 44,632

賞与引当金 16,458 64,108

その他 352,441 303,793

流動負債合計 927,065 848,991

固定負債   

長期借入金 241,732 202,550

その他 18,846 18,846

固定負債合計 260,578 221,396

負債合計 1,187,643 1,070,387



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(2008年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2008年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 340,671 340,671

資本剰余金 268,640 268,640

利益剰余金 1,991,038 2,038,914

自己株式 △566 △493

株主資本合計 2,599,783 2,647,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,385 5,104

評価・換算差額等合計 7,385 5,104

純資産合計 2,607,169 2,652,836

負債純資産合計 3,794,813 3,723,224



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

売上高 1,778,110

売上原価 527,638

売上総利益 1,250,471

販売費及び一般管理費  

役員報酬 6,729

給料及び手当 481,198

賞与 42,073

法定福利費 36,027

ロイヤリティ 56,260

減価償却費 49,576

賃借料 211,303

水道光熱費 88,241

広告宣伝費及び販売促進費 98,831

その他 179,041

販売費及び一般管理費合計 1,249,284

営業利益 1,187

営業外収益  

受取利息 205

受取配当金 1,000

受取家賃 6,100

その他 1,818

営業外収益合計 9,124

営業外費用  

支払利息 1,737

賃貸費用 4,659

その他 1,991

営業外費用合計 8,388

経常利益 1,923

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 9,623

特別損失合計 9,623

税引前四半期純損失（△） △7,699

法人税、住民税及び事業税 4,421

法人税等調整額 △1,749

法人税等合計 2,671

四半期純損失（△） △10,371



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △7,699

減価償却費 51,970

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,650

受取利息及び受取配当金 △1,205

支払利息 1,737

有形固定資産除却損 3,329

売上債権の増減額（△は増加） 14,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,285

仕入債務の増減額（△は減少） △14,386

その他 26,086

小計 22,776

利息及び配当金の受取額 1,014

利息の支払額 △1,746

法人税等の支払額 △37,330

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,286

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 △94,109

投資有価証券の取得による支出 △299

貸付金の回収による収入 207

差入保証金の差入による支出 △6,388

差入保証金の回収による収入 15,641

保険積立金の積立による支出 △364

その他の収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,163

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） 114,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △45,824

配当金の支払額 △27,391

自己株式の取得による支出 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー 140,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,262

現金及び現金同等物の期首残高 433,921

現金及び現金同等物の四半期末残高 474,183



（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）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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（2008年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,918,801

Ⅱ　売上原価 556,887

売上総利益 1,361,914

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,313,965

営業利益 47,949

Ⅳ　営業外収益 8,315

Ⅴ　営業外費用 7,583

経常利益 48,681

Ⅵ　特別利益 100

Ⅶ　特別損失 5,470

税引前四半期純利益 43,311

法人税、住民税及び事業税 5,824

法人税等調整額 18,792

四半期純利益 18,693
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