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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第1四半期 1,231 ― 19 ― 8 ― 6 ―

20年6月期第1四半期 1,207 ― 34 ― 23 ― 21 ―

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6月期第1四半期 5.56 ―

20年6月期第1四半期 18.52 ―

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6月期第1四半期 3,856 901 23.4 774.41
20年6月期 3,707 907 24.5 778.99

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  901百万円 20年6月期  906百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 2,497 7.1 47 64.2 20 257.6 △2 ― △1.58

通期 5,084 9.5 119 112.2 62 359.8 32 ― 28.20

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務疎表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  1,164,800株 20年6月期  1,164,800株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  223株 20年6月期  223株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  1,164,577株 20年6月期第1四半期  1,164,577株

１．平成20年８月12日公表の業績予想の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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。 
３．当事業年度より「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「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮が懸念される 

 中、原油価格や素材高騰による企業収益の悪化とともに国内景気の減速感が一層強まってまいりました。 

  外食産業におきましては、「食の安全」を脅かす事件の多発や原材料価格の高騰に加え、ガソリン高や生活関連 

 商品の値上げに伴う家計支出の抑制意識の高まりにより個人消費が減退するなど、依然として厳しい経営環境が続 

 いております。 

   このような環境におきまして、当社は、２店舗の新規出店（「一刻魁堂」鈴鹿ベルシティ店、「龍虎餐房（ロン 

 フーダイニング）」御嵩ラスパ店）と既存店４店舗の改装を行いました。 

   これらにより当第１四半期末現在の店舗数は60店舗（前第１四半期末比５店舗増）となり、業態別の店舗数で 

 は、「一刻魁堂」38店舗、「中華食堂」（「旨飯中華食房」を含む）17店舗、「龍虎（ロンフー）」業態５店舗と 

 なりました。 

   営業面では、一般新聞紙上への広告掲載を始め、売上増加と店舗の認知度向上のため積極的な販売促進を展開す 

 る一方、既存店の改装による店舗力の維持、改善に努め増客に結びつけることができました。また、名古屋センタ 

 ーへの設備投資を実行し、食材の内製化率の向上による原価の低減、食材品質の向上および衛生管理体制の強化に 

 努めてまいりました。 

   以上によりまして、当第１四半期会計期間の売上高は、1,231百万円（前第１四半期会計期間比2.0%増）となりま

 したが、利益面では、「中華食堂」業態郊外店の業績が振るわず、また引き続きプロパンガス料金の高騰等により 

 経費が増加し、営業利益19百万円（同44.2％減）、経常利益８百万円（同62.1％減）、当期純利益６百万円（同 

 70.0％減）と増収減益となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状況 

    当第１四半期会計期間末における流動資産は425,878千円となり、前事業年度末に比べ38,913千円増加いたしま 

 した。主な要因は、現金及び預金が40,554千円増加したためです。 

  固定資産は3,430,694千円となり、前事業年度末に比べ110,628千円増加いたしました。主な要因は新店舗建設に

 伴う建設仮勘定が85,850千円が発生したためであります。 

   流動負債は1,532,874千円となり、前事業年度末に比べ426,713千円増加いたしました。主な要因は短期借入金が

 300,000千円増加したためであります。 

  固定負債は1,421,839千円となり、前事業年度末に比べ271,839千円減少いたしました。主な要因は社債の償還に

 より50,000千円、長期借入金の返済により222,287千円が減少したためであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて31,554千

  円増加し231,704千円となりました。 

  なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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１四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は151,691千円となりました。これは主に未払金 

      の増加額が69,759千円、未払費用の増加額が12,102千円、減価償却費が61,753千円あったためです。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は126,129千円となりました。これは主に、新店 

   に伴う有形固定資産の取得による支払115,753千円、敷金・保証金の支払4,475千円によるものです。 

   （財務活動におるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期会計期間において、財務活動により得られた資金は5,992千円となりました。これは主に長期借入 

   金による収入400,000千円があった一方、短期借入金100,000千円、長期借入金242,992千円の返済による支出 

   342,992千円および社債の償還による支出50,000千円があったことによるものです。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

  今後も厳しい事業環境が続くものと予想され、予断を許さない状況にありますが、現時点におきまして、平成20 

 年８月12日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 減価償却費の計算 

 固定資産の減価償却費の計算方法は、当第１四半期会計期間末に有する固定資産について、年間償却費を期間

按分する方法としております。 

（２）四半期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当第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）

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 平成19年３月14日）を適

用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、最終仕入

原価法から最終仕入原価法（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。この変更に伴う損益

に与える影響はありません。 

③会計方針の変更 

 機械装置の減価償却方法については、従来、定率法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より定額法

に変更いたしました。 

 この変更は、中期経営計画の見直しを契機に、安定的出店方針の下、製造原価等の見直しを行った結果、工場

係る機械装置は将来に亘り長期的に使用され、設備投資の効果が安定的に発現するものと考えられることから、

より合理的な費用配分に基づく適正な損益計算を行うために実施したものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は1,404千円減少し、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額増加しております。 
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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 
(平成20年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 246,704 206,150

売掛金 141 170

預け金 47,473 39,042

商品 13,261 13,754

原材料 5,114 4,008

半製品 3,129 2,057

貯蔵品 6,857 7,393

前払費用 75,284 73,746

未収入金 23,550 37,179

その他 4,361 3,460

流動資産合計 425,878 386,964

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,676,931 1,654,490

構築物（純額） 125,574 131,804

機械及び装置（純額） 51,074 38,815

車両運搬具（純額） 992 254

工具、器具及び備品（純額） 165,884 150,495

土地 586,122 586,122

建設仮勘定 85,850 19,765

有形固定資産合計 2,692,430 2,581,747

無形固定資産   

ソフトウエア 3,804 85

電話加入権 5,599 5,599

無形固定資産合計 9,404 5,685

投資その他の資産   

投資有価証券 5,679 6,204

出資金 20 20

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 1,000 －

長期前払費用 41,997 42,935

投資不動産（純額） 218,121 221,966

建設協力金 58,215 62,007

差入保証金 349,270 344,945

保険積立金 54,554 54,554

投資その他の資産合計 728,859 732,633

固定資産合計 3,430,694 3,320,066

資産合計 3,856,572 3,707,030
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 120,824 130,146

1年内返済予定の長期借入金 577,539 598,244

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 195,581 66,952

未払費用 157,378 152,586

未払消費税等 24,828 19,286

預り金 2,742 6,865

前受収益 5,061 5,906

賞与引当金 28,246 8,687

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 6,629 14,304

その他 14,042 3,180

流動負債合計 1,532,874 1,106,160

固定負債   

社債 100,000 150,000

長期借入金 1,237,901 1,460,188

繰延税金負債 498 711

退職給付引当金 15,917 14,987

役員退職慰労引当金 40,608 40,648

その他 26,913 27,145

固定負債合計 1,421,839 1,693,681

負債合計 2,954,713 2,799,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 479,205 479,205

資本剰余金   

資本準備金 394,254 394,254

資本剰余金合計 394,254 394,254

利益剰余金   

利益準備金 14,180 14,180

その他利益剰余金   

別途積立金 － 80,000

繰越利益剰余金 13,109 △61,716

利益剰余金 27,289 32,463

自己株式 △141 △141

株主資本合計 900,607 905,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 729 1,041

評価・換算差額等合計 729 1,041

新株予約権 522 365

純資産合計 901,859 907,189

負債純資産合計 3,856,572 3,707,030
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（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 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,231,389

売上原価 351,816

売上総利益 879,573

販売費及び一般管理費  

役員報酬 14,490

給料 389,390

賞与引当金繰入額 18,871

水道光熱費 116,094

減価償却費 55,256

地代家賃 122,053

その他 144,134

営業利益 19,282

営業外収益  

受取利息 590

投資不動産賃貸料 16,875

その他 992

営業外収益合計 18,457

営業外費用  

支払利息 8,597

社債利息 1,010

不動産賃貸費用 16,302

その他 2,898

営業外費用合計 28,808

経常利益 8,931

特別利益  

その他 40

特別利益合計 40

特別損失  

固定資産除却損 361

その他 104

特別損失合計 465

税引前四半期純利益 8,505

法人税、住民税及び事業税 2,034

法人税等合計 2,034

四半期純利益 6,471
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（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 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 8,505

減価償却費 61,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） 930

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,558

受取利息及び受取配当金 △590

支払利息 9,607

固定資産除却損 361

売上債権の増減額（△は増加） △8,401

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,148

仕入債務の増減額（△は減少） △9,322

未払金の増減額（△は減少） 69,759

未払費用の増減額（△は減少） 12,102

その他 10,272

小計 173,349

利息及び配当金の受取額 303

利息の支払額 △14,592

法人税等の支払額 △7,369

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,691

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 △9,000

有形固定資産の取得による支出 △115,753

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 4,098

差入保証金の差入による支出 △4,475

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,129

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 400,000

短期借入金の返済による支出 △100,000

長期借入金の返済による支出 △242,992

社債の償還による支出 △50,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △785

配当金の支払額 △230

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,554

現金及び現金同等物の期首残高 200,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 231,704
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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 
（平成20年６月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,207 

Ⅱ 売上原価 346 

売上総利益 860 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 826 

営業利益 34 

Ⅳ 営業外収益 15 

Ⅴ 営業外費用 26 

経常利益 23 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 0 

税引前四半期純利益 23 

税金費用 1 

四半期純利益 21 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年６月期 
第１四半期） 

区分 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（当期）純利益  23,396 

減価償却費  66,451 

賞与引当金の増加額  16,460 

退職給付引当金の増加額  1,211 

受取利息及び受取配当金 △749 

支払利息 8,760 

売上債権の増加額 △205 

たな卸資産の減少額 5,245 

仕入債務の増加額  15,030 

未払金の増加額  1,819 

未払費用の増加額  17,689 

その他  △15,429 

小計 139,679 

利息及び配当金の受取額 358 

利息の支払額 △13,662 

法人税等の支払額 △6,670 

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,704 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額 29,020 

有形固定資産の取得による支出  △251,551 

有形固定資産の売却による収入  761 

敷金・保証金の支払による支出  △35,907 

貸付けによる支出  △120 

貸付金の回収による収入  5,645 

    

投資活動によるキャッシュ・フロー △252,151 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500,000 

長期借入金の返済による支出  △193,140 

設備未払金の支払による支出  △1,541 

社債の償還による支出  △50,000 

配当金の支払額 △7,675 

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,642 
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前年同四半期 

（平成20年６月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 115,196 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 213,160 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 328,356 
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