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1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年5月16日～平成20年11月15日） 

(注）平成19年5月期第3四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成20年5月期第2四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。  

(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5月期第2四半期 7,254 ― 174 ― 216 ― 112 ―

20年5月期第2四半期 6,625 ― 470 ― 485 ― 246 ―

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5月期第2四半期 773.11 ―

20年5月期第2四半期 1,695.59 ―

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5月期第2四半期 4,944 2,737 55.4 18,854.18
20年5月期 5,015 2,664 53.1 18,353.63

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  2,737百万円 20年5月期  2,664百万円

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5月期 ― 0.00 ― 270.00 270.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 270.00 270.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年5月16日～平成21年5月15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  
 

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 14,800 10.0 360 △53.3 420 △47.6 220 △44.6 1,515.40

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、３ページ【定性的情報・財務諸表】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、３ページ【定性的情報・財務諸表】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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  145,180株 20年5月期  145,180株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  4株 20年5月期  4株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第2四半期  145,176株 20年5月期第2四半期  145,180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.平成20年６月30日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。修正についての具体的な内容は、「業績予想に関する定性的
情報」や本日別途公表の業績予想の修正に係る適時開示資料をご覧ください。 
2.本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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」にしたが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（平成20年５月16日～平成20年11月15日）におけるわが国の経済は、米国サブプライムロー

ン問題に端を発した金融・資本市場の混乱による世界経済の停滞、世界的な原材料・食料品価格の高騰及び株価の

低迷により企業マインドはさらに低下し、景気後退の局面という厳しい状況で推移しました。

　外食産業におきましては、所得の低迷、ガソリン価格の高騰、食料品をはじめとする生活必需品の値上がり等か

ら、一般消費者の購買意欲はさらに冷え込み、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、当社は経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達

の使命といたします。」の徹底を図り、最高のパフォーマンスをもって「おいしい舞台」の実現に努めてまいりま

した。

　店舗開発につきましては、商圏人口、近隣状況、アクセス等出店候補地を厳選し、当第２四半期累計期間におい

ては東京都４店舗、神奈川県３店舗、埼玉地区１店舗の計８店舗を新規に出店し業容の拡大を図りました。その結

果、当第２四半期累計期間末の店舗数は６４店舗となりました。

　商品開発・販売促進につきましては、「赤酢と極上鮪の共演」「北海道まつり」「本まぐろと秋の旬魚」等のイ

ベント開催、「道産子一座７カン」「秋の一座味めぐり６カン」等のセットメニューの開発など幅広い世代層に向

けた企画商品の提供により、お客様の来店動機を高めることに努めてまいりました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高72億54百万円、営業利益１億74百万円、経常利益２億16百万

円、四半期純利益１億12百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期末における流動資産の残高は、新規出店に伴う設備投資及び仕入代金の支払い等による現金及び

預金の減少などにより22億72百万円となり、前事業年度末比２億51百万円の減少となりました。

固定資産は、主に新規出店に伴う建物、備品等の増加などにより26億72百万円となり、前事業年度末比１億80

百万円の増加となりました。

　以上の結果、資産の部は49億44百万円となり、前事業年度末と比較して70百万円の減少となりました。

（負債）

　当第２四半期末における負債のうち流動負債の残高は、買掛金、短期借入金の増加及び未払金、未払法人税等

の減少等により18億39百万円となり、前事業年度末比１億42百万円の減少となりました。

　以上の結果、負債の部は22億７百万円となり、前事業年度末と比較して１億43百万円の減少となりました。

（純資産）　

　当第２四半期末の純資産の部は、四半期純利益計上による繰越利益剰余金の増加等 により、27億37百万円とな

り、前事業年度末と比較して72百万円の増加となりました。

（２）キャッシュ・フロ－の状況

　当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より２億46百万円減

少し、14億71百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロ－）

　営業活動の結果獲得した資金は２億２百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益２億10百万円、減

価償却費92百万円、仕入債務の増加額40百万円による資金の獲得、法人税等の支払額１億74百万円の支出があっ

たこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　投資活動の結果使用した資金は３億95百万円となりました。これは、新規出店等よる有形固定資産の取得によ

る支出２億83百万円、敷金保証金等の差入による支出１億７百万円があったこと等よるものです。　　

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

　財務活動の結果使用した資金は53百万円となりました。これは、短期借入金の借入による収入２億20百万円、

短期借入金の返済による支出88百万円、社債の償還による支出１億円等によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　第３四半期以降の経営環境につきましては、経済活動の根幹となる金融・資本市場の混乱が世界規模で続いており、

経済の先行きは不透明かつ大きなリスクを抱えております。

　外食産業においては、企業業績の悪化による雇用調整・所得低迷、原材料の価格上昇による生活必需品の高騰によ

り、個人消費は引き続き伸び悩み、当第２四半期累計期間同様の経営環境が続くものと予測されます。

　このような厳しい状況が見込まれるため、平成20年６月30日公表の平成21年５月期通期（平成20年５月16日～平成

21年５月15日）の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表の業績予想の修正に係る適時開

示資料をご参照下さい。

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

１．簡便な会計処理　

重要なものはございません。　

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理　

該当事項はございません。　

（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

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．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、最終仕入原価法による原価法によっておりました

が、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　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、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ございません。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年11月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,906,556 2,152,134

売掛金 2,996 2,455

原材料 178,573 167,915

貯蔵品 9,727 10,455

その他 174,211 190,167

流動資産合計 2,272,065 2,523,127

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,008,363 845,758

その他（純額） 357,984 376,456

有形固定資産合計 1,366,347 1,222,214

無形固定資産 14,980 15,308

投資その他の資産   

差入保証金 1,057,497 960,289

その他 233,985 294,611

投資その他の資産合計 1,291,483 1,254,900

固定資産合計 2,672,811 2,492,423

資産合計 4,944,876 5,015,551

負債の部   

流動負債   

買掛金 814,218 773,637

短期借入金 133,500 47,377

未払金 607,733 658,090

未払法人税等 132,956 186,858

引当金   

賞与引当金 67,160 73,800

その他の引当金 13,141 10,925

引当金計 80,301 84,725

その他 70,816 231,428

流動負債合計 1,839,527 1,982,118

固定負債   

長期借入金 375 1,125

長期未払金 359,700 359,700

その他 8,100 8,100

固定負債合計 368,175 368,925

負債合計 2,207,702 2,351,043



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 2,184,440 2,111,400

自己株式 △176 △176

株主資本合計 2,737,043 2,664,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 131 503

評価・換算差額等合計 131 503

純資産合計 2,737,174 2,664,507

負債純資産合計 4,944,876 5,015,551



（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 平成20年５月16日 
 至 平成20年11月15日) 

売上高 7,254,381

売上原価 3,149,755

売上総利益 4,104,625

販売費及び一般管理費 3,929,724

営業利益 174,901

営業外収益  

受取利息 5,022

受取手数料 28,093

その他 10,623

営業外収益合計 43,739

営業外費用  

支払利息 1,131

現金過不足 1,053

その他 33

営業外費用合計 2,218

経常利益 216,422

特別利益  

賞与引当金戻入額 16,665

その他 961

特別利益合計 17,627

特別損失  

減損損失 23,966

特別損失合計 23,966

税引前四半期純利益 210,083

法人税、住民税及び事業税 112,298

法人税等調整額 △14,451

法人税等合計 97,846

四半期純利益 112,237



（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 平成20年５月16日 
 至 平成20年11月15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 210,083

減価償却費 92,820

減損損失 23,966

のれん償却額 2,800

差入保証金と相殺した地代家賃 22,680

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,640

受取利息及び受取配当金 △5,035

支払利息 898

社債利息 266

売上債権の増減額（△は増加） △541

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,930

仕入債務の増減額（△は減少） 40,580

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,089

その他 11,309

小計 374,168

利息及び配当金の受取額 3,440

利息の支払額 △898

法人税等の支払額 △174,520

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,190

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 △411,712

定期預金の払戻による収入 410,395

有形固定資産の取得による支出 △283,159

無形固定資産の取得による支出 △4,524

差入保証金の差入による支出 △107,566

差入保証金の回収による収入 752

投資活動によるキャッシュ・フロー △395,815

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 220,000

短期借入金の返済による支出 △88,000

長期借入金の返済による支出 △46,627

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △38,643

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,894

現金及び現金同等物の期首残高 1,718,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,471,739



　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

　該当事項なし

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項なし
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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　平成19年５月16日
至　平成19年11月15日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,625,098 100.0

Ⅱ　売上原価  2,838,170 42.8

売上総利益  3,786,927 57.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,316,269 50.1

営業利益  470,658 7.1

Ⅳ　営業外収益  18,326 0.3

Ⅴ　営業外費用  3,560 0.1

経常利益  485,424 7.3

Ⅵ　特別損失  23,345 0.4

税引前中間純利益  462,078 7.0

法人税、住民税及び事業税 231,498   

法人税等調整額 △15,584 215,913 3.3

中間純利益  246,165 3.7

－ 2 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年５月16日
至　平成19年11月15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 462,078

減価償却費　 69,110

のれん償却額 2,800

差入保証金と相殺した地代家
賃・賃借料　

20,713

賞与引当金の増加額　 41,560

受取利息及び受取配当金　 △5,935

支払利息　 2,670

社債利息 583

固定資産除却損　 23,345

売上債権の増減額（増加：
△）　

839

たな卸資産の増減額（増加：
△）　

△3,456

仕入債務の増減額（減少：
△）　

△82,842

その他　 △72,518

小計 458,950

利息及び配当金の受取額　 2,499

利息の支払額　 △3,241

法人税等の支払額　 △204,972

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

253,236

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

定期預金の預入れによる支出 △410,395

定期預金の払戻しによる収入 200,108

有形固定資産の取得による支
出

△175,020

無形固定資産の取得による支
出　

△2,202

長期前払費用の取得による支
出　

△44

差入保証金の差入による支出
　

△50,881

差入保証金の返還による収入
　

10,210

その他　 4

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△428,220

－ 3 －



前中間会計期間
（自　平成19年５月16日
至　平成19年11月15日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　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　 150,000

長期借入金の返済による支出
　

△78,304

自己株式の取得による支出 △176

配当金の支払額　 △39,198

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

32,320

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △142,663

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,892,193

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

1,749,529

－ 4 －



６．その他の情報

　   該当事項なし

 

－ 5 －


	㈱銚子丸（3075）平成21年５月期　第２四半期決算短信（非連結）: ㈱銚子丸（3075）平成21年５月期　第２四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


