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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4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3月期第2四半期 3,667 ― 44 ― 43 ― 1 ―
20年3月期第2四半期 3,924 6.8 94 △11.4 94 △16.0 10 △77.0

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2四半期 0.48 ―
20年3月期第2四半期 2.67 ―

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2四半期 3,721 2,614 70.3 697.12
20年3月期 3,723 2,652 71.3 707.32

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  2,614百万円 20年3月期  2,652百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

*平成20年11月11日公表で平成21年３月期の業績を下方修正しております。  

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 7,436 △4.8 134 △40.8 130 △42.4 37 △47.1 9.97

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  無  

(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 をご覧下さい。  

(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3月期第2四半期 3,750,931株 20年3月期 3,750,931株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 585株 20年3月期 414株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期 3,750,411株 20年3月期第2四半期 3,750,596株

*業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる結果
となる可能性があります。 
2.当会計年度より「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２四半期累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に端を発した世界経済の減速と世

界的な資源・食材価格の高騰といったマイナスの影響を受け、厳しい状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、ガソリン価格の高騰・連日報道される物価の値上がり、食の安全・安心への不安等によ

り、消費マインドが冷え込み、依然として収益の確保が厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社は安全な食材の確保と質の高いサービスで、おいしい「食」を通じてお客様に豊かさ

と幸せを提供することに全力で取り組んでまいりました。 

 店舗展開につきましては、ミスタードーナツ２店舗の出店と２店舗の閉店、モスバーガー１店舗の営業の譲り受け

により当第２四半期累計期間末の店舗数は、久兵衛屋48店舗、ミスタードーナツ42店舗、モスバーガー12店舗の合計

102店舗となりました。また、ミスタードーナツ５店舗とモスバーガー１店舗の改装を行いました。 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高36億67百万円、営業利益44百万円、経常利益43百万円、四半期純利益は１

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２四半期累計期間末の資産総額につきましては、３店舗の出店と２店舗の閉店、６店舗の改装等により、37億

21百万円となりました。 

 負債総額につきましては、新規出店の設備投資を行う為の長期借入れを行ったこと等により、11億７百万円となり

ました。 

 純資産額につきましては、配当金の支払等により、26億14百万円となりました。この結果、自己資本比率は70.3％

となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況で推移するものと予測しております。 

 当社といたしましては、新商品の開発、店舗改装、各フランチャイズ本部の販売促進活動等に積極的に取り組んで

まいりましたが、消費マインドの冷え込み等による売上減少の影響を大きく受けております。しかしながら今後、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、新規出店及び改装、グループ力の効果的活用等

により、安全でおいしい「食」を追求するとともに、ＱＳＣ（クォリティ・サービス・クレンリネス）を更に強化

し、消費者のニーズと外部環境に合わせた戦略を推進し、売上の向上を課題として取り組んでまいります。 

 したがいまして、2008年11月11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）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 

 該当事項はありません。 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．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。 

２．たな卸資産については、「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。 

これによる当第２四半期累計期間の損益への影響はありません。 

３．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、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。 

これによる当第２四半期累計期間の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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2008年９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 439,102 433,921

受取手形及び売掛金 90,704 100,502

原材料及び貯蔵品 33,844 34,552

繰延税金資産 36,669 44,484

その他 73,562 71,087

流動資産合計 673,883 684,549

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 911,537 877,800

工具、器具及び備品（純額） 317,416 318,612

土地 160,383 160,383

その他（純額） 290,102 292,844

有形固定資産合計 1,679,439 1,649,640

無形固定資産 28,697 26,716

投資その他の資産   

投資有価証券 39,127 42,767

差入保証金 1,241,979 1,256,442

長期前払費用 19,364 20,896

保険積立金 5,611 4,870

繰延税金資産 20,481 23,042

その他 13,035 14,299

投資その他の資産合計 1,339,601 1,362,318

固定資産合計 3,047,738 3,038,675

資産合計 3,721,622 3,723,224

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 188,494 200,449

短期借入金 80,000 66,000

1年内返済予定の長期借入金 182,496 170,008

未払法人税等 14,581 44,632

賞与引当金 46,666 64,108

その他 279,339 303,793

流動負債合計 791,577 848,991

固定負債   

長期借入金 296,748 202,550

その他 18,846 18,846

固定負債合計 315,594 221,396

負債合計 1,107,172 1,070,387



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2008年９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 2,003,221 2,038,914

自己株式 △654 △493

株主資本合計 2,611,878 2,647,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,571 5,104

評価・換算差額等合計 2,571 5,104

純資産合計 2,614,450 2,652,836

負債純資産合計 3,721,622 3,723,224



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

売上高 3,667,289

売上原価 1,103,159

売上総利益 2,564,129

販売費及び一般管理費  

役員報酬 13,758

給料及び手当 971,435

賞与 72,281

法定福利費 74,741

ロイヤリティ 113,664

減価償却費 102,038

賃借料 424,456

水道光熱費 192,933

広告宣伝費及び販売促進費 217,591

その他 336,904

販売費及び一般管理費合計 2,519,806

営業利益 44,323

営業外収益  

受取利息 862

受取配当金 1,014

受取家賃 12,201

その他 2,699

営業外収益合計 16,778

営業外費用  

支払利息 3,631

賃貸費用 11,092

その他 2,408

営業外費用合計 17,132

経常利益 43,969

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 22,021

特別損失合計 22,021

税引前四半期純利益 21,948

法人税、住民税及び事業税 8,041

法人税等調整額 12,095

法人税等合計 20,136

四半期純利益 1,811



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008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 21,948

減価償却費 107,008

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,442

受取利息及び受取配当金 △1,877

支払利息 3,631

有形固定資産除却損 15,077

売上債権の増減額（△は増加） 9,797

たな卸資産の増減額（△は増加） 708

仕入債務の増減額（△は減少） △11,954

その他 △40,514

小計 86,382

利息及び配当金の受取額 1,497

利息の支払額 △3,683

法人税等の支払額 △37,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,818

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 △135,926

無形固定資産の取得による支出 △3,644

投資有価証券の取得による支出 △612

貸付金の回収による収入 354

差入保証金の差入による支出 △18,706

差入保証金の回収による収入 33,548

保険積立金の積立による支出 △741

その他の収入 910

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,818

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） 14,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △93,314

配当金の支払額 △37,344

自己株式の取得による支出 △160

財務活動によるキャッシュ・フロー 83,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,180

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 439,102



 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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 2007年４月１日 
至 2007年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   3,924,397 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,147,275 29.2 

売上総利益   2,777,122 70.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,682,435 68.4 

営業利益   94,686 2.4 

Ⅳ 営業外収益   17,200 0.4 

Ⅴ 営業外費用   17,043 0.4 

経常利益   94,842 2.4 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失   55,220 1.4 

税引前中間純利益   39,622 1.0 

法人税、住民税及び事業
税   21,783 0.6 

法人税等調整額   7,829 0.2 

中間純利益   10,009 0.3 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 2007年４月１日 
至 2007年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前中間純利益 39,622 

減価償却費 102,339 

賞与引当金の増減額 △218 

受取利息及び配当金 △2,185 

支払利息 3,658 

有形固定資産除却損 23,612 

減損損失 11,670 

売上債権の増減額 17,914 

たな卸資産の増減額 269 

仕入債務の増減額 △1,293 

その他 △19,677 

小計 175,714 

利息及び配当金の受取額 1,446 

利息の支払額 △3,735 

移転補償金の受取額 63,024 

法人税等の支払額 △47,559 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 188,889 
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前中間会計期間 

（自 2007年４月１日 
至 2007年９月30日） 

区分 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 

△248,908 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△818 

保証金の差入による支出 △40,868 

保証金の回収による収入 45,975 

保険積立金による支出 △1,719 

その他の支出 △4,375 

その他の収入 3,825 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△246,889 

Ⅲ 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 5,000 

長期借入れによる収入 200,000 

長期借入金の返済による
支出 

△82,505 

配当金の支払額 △37,319 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 85,175 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 27,174 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 409,931 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 437,106 
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