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１．平成20年12月期第３四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30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３四半期 16,042 △5.9 774 △29.4 682 △33.3 △764 －

19年12月期第３四半期 17,045 31.5 1,096 △14.9 1,023 △18.7 283 △48.8

19年12月期 22,543 20.0 1,393 △21.3 1,287 △26.2 188 △73.2

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３四半期 △16,964 86 － －

19年12月期第３四半期 6,325 83 6,173 55

19年12月期 4,199 38 4,103 83

(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３四半期 14,729 2,803 19.0 62,183 76

19年12月期第３四半期 16,025 3,703 23.1 82,648 36

19年12月期 15,485 3,632 23.4 80,595 8

(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３四半期 1,182 △616 △404 3,084

19年12月期第３四半期 1,139 △2,095 179 3,036

19年12月期 1,681 △2,344 △227 2,923

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年12月期第３四半期 － －

20年12月期第３四半期 － －

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）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 21,300 △5.5 1,180 △15.3 1,050 △18.4 △558 － △12,388 94

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の２及び３の予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な

要因に係る本資料発表日における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異な

る結果となる可能性があります。
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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

　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格相場が落ち着きを取り戻す一方で、米国経済に端を発した大

幅な株価低迷が企業収益を大幅に悪化させるなど、先行き不透明感から景況感は低調に推移をしました。

　外食産業におきましては、食の安全を揺るがす問題が相次ぐと同時に、食材の価格高騰が重なっていることから個人

消費が低迷につながっており、依然として厳しい状況が続いております。

　この様な状況下で当社は、「大衆というカテゴリで日本一の外食企業になる」というスローガンのもと、「まいどお

おきに食堂」を中心とした出店及び不採算店舗の閉店と同時に、人財教育の強化を目的とした研修センターの設立を行

うなど既存店売上拡大に注力しました。

　以上の結果、当第３四半期会計期間末における総店舗数は直営店267店舗、ＦＣ店491店舗となり、合計で758店舗とな

りました。また当第３四半期会計期間における売上高は160億42百万円（前年同期比5.9％減）、経常利益６億82百万円

（前年同期比33.3％減）、第３四半期純損失は７億64百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　　　資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は７億56百万円減少し、147億29百万円とな

りました。これは主に不採算店舗の閉店等による有形固定資産の減少５億20百万円及び、敷金・保証金の減少２億14

百万円によるものであります。

　また、負債及び資本についても同額減少しておりますが、これは主に未払金の増加４億23百万円、当第３四半期純

損失の計上による利益剰余金の減少８億54百万円、社債（１年内償還予定を含む）の減少２億70百万円によるもので

あります。

３．業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しといたしまして、直営部門については大型商業施設を中心に出店と同時に不振店舗の閉店及び研修体制

の強化を進めてまいります。ＦＣ部門については、従来までは外部へ委託していた加盟企業支援業務の内製化を進めて

おり、今後も引き続き支援体制の強化を図ることで収益の安定性を確保してまいります。

　通期の見通しとしては売上高213億円（前期比5.5%減）、営業利益11億80百万円（前期比15.3%減）、経常利益10億50

百万円（前期比18.4%減）、当期純損失５億58百万円をそれぞれ見込んでおります。
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４．四半期財務諸表

(1）【四半期貸借対照表】

前年同四半期
会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
会計期間末

(平成20年９月30日)
増減

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
金額

(百万円)
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,475 3,438 △37 △1.1 3,362

２．売掛金 585 428 △157 △26.8 580

３．たな卸資産 76 77 0 1.2 89

４．その他 1,032 1,419 387 37.5 1,006

貸倒引当金 △67 △31 35 △52.8 △16

流動資産合計 5,103 5,332 229 4.5 5,022

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 4,057 3,631 △425 △10.5 3,967

２．その他 1,570 1,296 △274 △17.5 1,480

有形固定資産合計 5,627 4,927 △699 △12.4 5,448

(2）無形固定資産 77 61 △16 △20.8 73

(3）投資その他の資産

１．敷金・保証金 3,624 3,294 △329 △9.1 3,508

２．その他 1,740 1,349 △391 △22.5 1,675

貸倒引当金 △157 △242 △85 54.4 △252

投資その他の資産合計 5,207 4,400 △806 △15.5 4,930

固定資産合計 10,912 9,389 △1,522 △14.0 10,452

Ⅲ　繰延資産 10 7 △3 △28.4 11

資産合計 16,025 14,729 △1,296 △8.1 15,485
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前年同四半期
会計期間末

(平成19年９月30日)

当第３四半期
会計期間末

(平成20年９月30日)
増減

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
金額

(百万円)
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 983 825 △158 △16.1 939

２．短期借入金 － 150 150 － －

３．一年内返済予定長期借
入金

2,099 2,242 142 6.8 2,142

４．一年内償還予定社債 290 260 △30 △10.3 290

５．未払金 777 1,210 432 55.6 786

６．割賦購入未払金 429 417 △11 △2.7 418

７．その他 548 301 △247 △45.1 562

流動負債合計 5,129 5,407 278 5.4 5,139

Ⅱ　固定負債

１．社債 640 380 △260 △40.6 620

２．長期借入金 5,121 4,922 △199 △3.9 4,790

３．割賦購入長期未払金 914 707 △206 △22.6 812

４．預り保証金 506 502 △3 △0.7 481

５．その他 9 4 △5 △51.0 8

固定負債合計 7,192 6,518 △674 △9.4 6,713

負債合計 12,322 11,925 △396 △3.2 11,852

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,147 1,155 8 0.7 1,155

２．資本剰余金 1,027 1,035 8 0.8 1,035

３．利益剰余金 1,582 631 △950 △60.1 1,486

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額
金

△53 △21 32 60.0 △44

Ⅲ　新株予約権      

新株予約権 － 1 1 － －

純資産合計 3,703 2,803 △900 △24.3 3,632

負債及び純資産合計 16,025 14,729 △1,296 △8.1 15,485
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(2）【四半期損益計算書】

前年同四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

増減

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 17,045 16,042 △1,002 △5.9 22,543

Ⅱ　売上原価 6,104 5,416 △687 △11.3 8,043

売上総利益 10,941 10,626 △314 △2.9 14,499

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,844 9,852 7 0.1 13,106

営業利益 1,096 774 △321 △29.4 1,393

Ⅳ　営業外収益 210 165 △44 △21.2 265

Ⅴ　営業外費用 283 258 △25 △8.9 371

経常利益 1,023 682 △341 △33.3 1,287

Ⅵ　特別利益 47 6 △40 △85.4 30

Ⅶ　特別損失 432 1,794 1,362 314.7 865

税引前四半期（当期）純利益
又は税引前四半期純損失（△）

637 △1,105 △1,743 － 452

税金費用 354 △341 △695 － 263

四半期（当期）純利益又は四
半期純損失（△）

283 △764 △1,048 － 188

　（注）１．当社は中間財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、以下のとおり投資者等の利害関係者の判断を大きく誤

らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

（簡便な手続の内容）

法人税、住民税及び事業税は、税引前四半期純利益に年間予想税金負担率を乗じて計算しております。
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(3）【四半期株主資本等変動計算書】

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券評
価差額金資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　残高
（百万円）

1,155 1,035 18 184 1,284 3,677 △44 －

第３四半期会計期間中の変動額         

新株の発行 0 0 － － － 0 － －

剰余金の配当 － － － － △90 △90 － －

四半期純損失（△） － － － － △764 △764 － －

株主資本以外の項目の第３
四半期会計期間中の変動額
（純額）

－ － － － － － 23 1

第３四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

0 0 － － △854 △854 23 1

平成20年９月30日　残高
（百万円）

1,155 1,035 18 184 429 2,823 △21 1

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券評
価差額金資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高
（百万円）

1,140 1,020 18 184 1,163 3,526 △22

事業年度中の変動額        

新株の発行 14 14 － － － 29 －

剰余金の配当 － － － － △67 △67 －

当期純利益 － － － － 188 188 －

株主資本以外の項目事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － △21

事業年度中の変動額合計
（百万円）

14 14 － － 121 150 △21

平成19年12月31日　残高
（百万円）

1,155 1,035 18 184 1,284 3,677 △44
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 （4）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 前年同四半期会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前四半期（当期）
純利益又は税引前四半
期純損失（△）

637 △1,105 452

減価償却費 756 716 1,023

貸倒引当金の増加額 6 5 60

受取利息及び受取配当
金

△9 △7 △10

支払利息 129 127 176

社債利息 8 9 12

株式交付費償却 4 2 4

社債発行費償却 1 1 0

投資有価証券売却益 － △0 －

店舗解約損 324 807 639

減損損失 － 50 35

投資有価証券評価損 － 26 71

長期前払費用償却 － 205 －

売上債権の減少額
（△増加額）

277 167 274

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△4 11 △16

仕入債務の増加額
（△減少額）

△240 △113 △284

未収入金の減少額
（△増加額）

172 73 195

未払金の増加額
（△減少額）

5 478 △33

未払消費税等の増加額
（△減少額）

96 △62 114

その他 △103 53 △69

小計 2,062 1,446 2,645

利息及び配当金の受取
額

9 7 10

利息の支払額 △165 △150 △185

法人税等の支払額 △768 △120 △789

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,139 1,182 1,681
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 前年同四半期会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　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

△1,461 △395 △474

定期預金の払戻による
収入

1,461 481 474

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,677 △461 △1,880

無形固定資産の取得に
よる支出

△18 △1 △18

固定資産の除却による
支出

△124 △223 △137

投資有価証券の償還に
よる収入

－ 10 －

投資有価証券の取得に
よる支出

△163 － △163

投資有価証券の売却に
よる収入

－ 17 －

貸付による支出 △1 △11 △3

貸付金の回収による収
入

49 11 27

敷金・保証金の支払額 △346 △162 △414

敷金・保証金の返還に
よる収入

184 126 245

営業譲受による支出 － － △21

その他 2 △6 21

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,095 △616 △2,344

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純増加額 － 150 －

長期借入れによる収入 2,000 2,200 2,300

長期借入金の返済によ
る支出

△1,569 △1,967 △2,158

社債の発行による収入 494 － 494

社債の償還による支出 △290 △270 △310

株式の発行による収入 13 0 29

割賦購入未払金の返済
による支出

△403 △428 △515

配当金の支払額 △66 △89 △66

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

179 △404 △227

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

△777 161 △890

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,813 2,923 3,813

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

3,036 3,084 2,923
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