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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 40,741 ― 4,652 ― 4,749 ― 2,576 ―
20年3月期第3四半期 37,274 5.0 4,061 △1.1 4,034 1.1 2,144 △1.5

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3四半期 118.02 117.93
20年3月期第3四半期 98.26 98.12

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3四半期 49,804 24,816 49.7 1,133.54
20年3月期 46,719 22,958 49.0 1,048.92

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,748百万円 20年3月期  22,901百万円

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 ― 12.00 ― 23.00 35.00
21年3月期 ― 17.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 18.00 35.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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

通期 52,846 6.2 5,393 3.0 5,439 3.6 2,900 6.9 132.83

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、５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) 四半期連結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（四半期連結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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「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、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣
府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
２．上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  23,286,230株 20年3月期  23,286,230株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,453,306株 20年3月期  1,453,111株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  21,833,068株 20年3月期第3四半期  21,823,943株
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当第３四半期におけるわが国経済は、リーマンショックに端を発した世界的な景気後退や、急激な円高

に伴う輸出の減少、株式市場からの資金の流出及び企業収益の悪化等による株価の下落、さらには雇用・

所得環境の厳しさから、個人消費が落ち込む等極めて厳しい状況となりました。 

 外食業界におきましては、景気後退及び先行き不透明感から生活防衛意識が高まり、外食への支出を控

える傾向が強まりつつありますが、その中でもいくつかの企業の売上は好調に推移しており、企業間での

明暗がくっきりと分かれる状況となりました。 

 このような状況下にあって、当社グループは、「更なる進化」をスローガンとして掲げ、常にお客様の

ニーズに応えられるよう各店舗ごとに地域のニーズを汲みとることで進化を続けてきたことが奏効しテレ

ビ番組等にて紹介されたことも相俟って、業績は好調に推移致しました。また、毎年ご好評いただいてい

る「ぎょうざ倶楽部会員募集キャンペーン」も会員数が約３０万人に達し、大幅に増加致しました。 

 次年度のスローガンを「飽く無き進化」と定め、現状に満足することなく、従業員一人一人が更にレベ

ルアップすることを心がけ、より高い品質の料理とサービスを提供することを、目標に全社一丸となって

取り組んでまいります。 

 店舗展開の状況につきましては、当連結会計年度の出店計画に基づき、関東、関西地区を中心に直営１

３店、フランチャイズ（以下ＦＣという）８店の新規出店、ＦＣから直営へ１店を移行し、ＦＣ３店の閉

鎖がありました。これにより期末店舗数は、直営３４３店（うちＬＳ[委託ライセンスシステム]５店）、

ＦＣ１８３店（うち委託ＦＣ６店）となりました。 

  
① 売上高 

連結売上高は、新店効果の他に客数が大幅に増えた事や、平成20年５月１日より全国一律餃子のみ20

円（税込21円）の値上げを実施した効果もあり、前年同期に比べて３４億６６百万円（９．３％）の増

収で４０７億４１百万円となりました。 

 なお、直営店の既存店売上高は１７ヶ月連続して前年同月比プラスとなり、第３四半期の９ヶ月通算

では前年同期に比べて５．５％の増収となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

＜ 連 結 経 営 成 績 サ マ リ ー ＞

(参考）

 売上高 40,741 百万円 (前年同期比 9.3 ％増加）

 営業利益 4,652 百万円 (前年同期比 14.6 ％増加）

 経常利益 4,749 百万円 (前年同期比 17.7 ％増加）

 四半期純利益 2,576 百万円 (前年同期比 20.2 ％増加）

・ 平成20年５月１日より全国一律餃子のみ20円(税込21円)値上げ実施。

・ 全店客数前年同期比８．２％増(既存店３．７％増)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比５．５％増収(17ヶ月連続増収)…直営店実績
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② 営業利益 

食材価格の高騰や人件費の高騰、ガス代・減価償却費等の増加がありましたが、客数増に伴い店舗労

働生産性が上昇した事等により、前年同期に比べて５億９１百万円（１４．６％）増加し、４６億５２

百万円となりました。 

  
③ 経常利益 

増収効果や金融収支の改善等により、前年同期に比べて７億１５百万円（１７．７％）増加し、４７

億４９百万円となりました。 

  
④ 四半期純利益 

上記効果や収用補償金の計上等により前年同期に比べて４億３２百万円（２０．２％）増加し、２５

億７６百万円となりました。 

  

※前年同期比増減率及び増減額は、参考数値として記載しております。 

  

  

（資産の部） 

当第３四半期末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３０億８５百万円（６．６％）増

加し、４９８億４百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ２７億６０百万円（７１．４％）増加し、６６億２５百万円と

なりました。主な要因は、現金及び預金の増加等であります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億２４百万円（０．８％）増加し、４３１億７８百万円とな

りました。主な要因は、土地の増加等であります。 

（負債の部） 

当第３四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１２億２７百万円（５．２％）増加

し、２４９億８８百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億９百万円（０．９％）減少し、１２３億２百万円となりま

した。主な要因は、未払法人税等の減少等であります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ１３億３７百万円（１１．８％）増加し、１２６億８５百万円

となりました。主な要因は、長期借入金の増加等であります。なお、借入金と社債の残高は１７８億２

２百万円となりました。 

（純資産の部） 

当第３四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ１８億５７百万円（８．１％）増

加し、２４８億１６百万円となりました。主な要因は、四半期純利益が２５億７６百万円となったこと

や、配当金の支払８億７３百万円による減少等であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計

年度末の４９．０％から４９．７％となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期末の現金及び預金同等物は、前連結会計年度末に比べ２４億３２百万円増加し、５０億

９０百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期より２億７４百万円（９．１％）増加し、３２億８０百万

円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の増加が主要因です。  

 主な内訳は、税金等調整前四半期純利益４５億５７百万円に減価償却費１６億６９百万円等を加えた

額から法人税等の支払額２８億５９百万円等を減じた額であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は前年同期より４億６３百万円（１７．５％）減少し、２１億８８百万

円となりました。これは、当期に投資有価証券の売却による収入があったこと等によるものでありま

す。  

 主な内訳は有形固定資産の取得による支出２２億５９百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は前年同期より２１億５８百万円増加し、１３億４１百万円となりまし

た。これは、長期借入れによる収入の増加が主要因です。  

 主な内訳は、借入金等の純増加２２億１５百万円による収入、配当金の支払８億７３百万円等による

支出であります。 

  

※前年同期比増減率及び増減額は、参考数値として記載しております。 

  

  

当初（平成20年５月15日決算発表時）の見通しに対して、当第３四半期連結業績は想定した範囲内の実

績であるため、達成できるものと見込み、業績予想は変更しておりません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

①  第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

19年３月14日 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

計基準委員会 平成19年３月14日 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

半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
  
②  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 

 この変更が損益に与える影響はありません。 
  

③  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号）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

委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四

半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

し、リース資産として計上することにしております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が

発生しなかったため、損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

   第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機とし

て、その使用の状況に基づき年数の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を変更しておりま

す。 

 この変更が損益に与える影響は軽微であります。 

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,151 2,716

売掛金 130 94

商品及び製品 84 71

原材料 290 186

その他 977 802

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 6,625 3,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,877 34,229

減価償却累計額 △22,344 △21,566

建物及び構築物（純額） 12,532 12,663

機械装置及び運搬具 2,279 2,061

減価償却累計額 △1,607 △1,492

機械装置及び運搬具（純額） 672 569

工具、器具及び備品 3,084 2,894

減価償却累計額 △2,419 △2,293

工具、器具及び備品（純額） 665 601

土地 21,478 21,228

建設仮勘定 166 156

有形固定資産合計 35,515 35,219

無形固定資産 56 52

投資その他の資産   

投資有価証券 1,573 1,609

差入保証金 4,006 3,939

その他 2,129 2,157

貸倒引当金 △101 △124

投資その他の資産合計 7,606 7,582

固定資産合計 43,178 42,853

資産合計 49,804 46,719
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,482 1,277

1年内償還予定の社債 1,055 1,355

短期借入金 800 280

1年内返済予定の長期借入金 5,521 4,854

未払法人税等 750 1,721

賞与引当金 159 431

その他 2,533 2,492

流動負債合計 12,302 12,411

固定負債   

社債 1,120 1,987

長期借入金 9,326 7,130

退職給付引当金 339 321

役員退職慰労引当金 315 299

その他 1,583 1,609

固定負債合計 12,685 11,348

負債合計 24,988 23,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,166 8,166

資本剰余金 9,026 9,026

利益剰余金 13,896 12,192

自己株式 △2,554 △2,554

株主資本合計 28,535 26,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △230 △375

土地再評価差額金 △3,571 △3,571

為替換算調整勘定 15 15

評価・換算差額等合計 △3,786 △3,930

新株予約権 68 57

純資産合計 24,816 22,958

負債純資産合計 49,804 46,719
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 40,741

売上原価 12,703

売上総利益 28,037

販売費及び一般管理費 23,385

営業利益 4,652

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 36

投資有価証券売却益 34

ＦＣ加盟料 93

受取地代家賃 44

雑収入 80

営業外収益合計 299

営業外費用  

支払利息 149

雑損失 53

営業外費用合計 202

経常利益 4,749

特別利益  

固定資産売却益 0

収用補償金 59

特別利益合計 60

特別損失  

固定資産除却損 170

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 81

特別損失合計 252

税金等調整前四半期純利益 4,557

法人税、住民税及び事業税 1,915

法人税等調整額 64

法人税等合計 1,980

四半期純利益 2,576
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,557

減価償却費 1,669

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16

受取利息及び受取配当金 △47

投資有価証券売却損益（△は益） △34

支払利息 149

投資有価証券評価損益（△は益） 81

収用補償金 △59

有形固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 170

たな卸資産の増減額（△は増加） △116

仕入債務の増減額（△は減少） 205

未払消費税等の増減額（△は減少） 60

その他 △432

小計 6,245

利息及び配当金の受取額 47

利息の支払額 △153

法人税等の支払額 △2,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,280

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △2

有形固定資産の取得による支出 △2,259

有形固定資産の売却による収入 0

収用補償金の受取による収入 59

投資有価証券の取得による支出 △39

投資有価証券の売却による収入 272

貸付けによる支出 △77

貸付金の回収による収入 60

差入保証金の差入による支出 △161

その他 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,188

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） 520

長期借入れによる収入 7,509

長期借入金の返済による支出 △4,646

社債の償還による支出 △1,167

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △873

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,341

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,432

現金及び現金同等物の期首残高 2,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,090
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当連結会計年度より「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、四半期連結財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規

則」を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、全セグメントの売上高

の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「中華事業」の割合がいずれも90％を超えているた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
【所在地別セグメント情報】 
  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計が全セグメントの売上

高の合計の10％未満のため、記載を省略しております。 

  
【海外売上高】 
  当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表等 

  （１）（要約）四半期連結損益計算書 

「参考」

(単位：百万円）

          期 別
前四半期

(平成20年３月期 
第３四半期)

 科 目 金額 百分比

%

Ⅰ 売上高 37,274 100.0

Ⅱ 売上原価 11,443 30.7

   売上総利益 25,831 69.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 21,769 58.4

   営業利益 4,061 10.9

Ⅳ 営業外収益 217 0.6

Ⅴ 営業外費用 244 0.7

   経常利益 4,034 10.8

Ⅵ 特別利益 11 0.0

Ⅶ 特別損失 161 0.4

   税金等調整前四半期 
   純利益

3,884 10.4

  法人税等 1,740 4.6

   四半期純利益 2,144 5.8
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  （２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

            期 別
前四半期

(平成20年３月期第３四半期)

 区 分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 3,884

   減価償却費 1,454

   貸倒引当金の増加額 25

   役員退職慰労引当金の減少額 △22

   受取利息及び受取配当金 △32

   支払利息 175

   投資有価証券評価損 0

   固定資産除売却損益 149

   たな卸資産の増加額 △84

   仕入債務の増加額 179

   未払消費税等の増加額 3

   その他 △184

    小計 5,548

   利息及び配当金の受取額 32

   利息の支払額 △187

   法人税等の支払額 △2,387

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,005

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の増加額 △0

   有形固定資産の取得による支出 △2,364

   有形固定資産の売却による収入 17

      貸付けによる支出 △173

   貸付金の回収による収入 46

   差入保証金の差入による支出 △138

   その他 △40

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,652

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 840

   長期借入れによる収入 5,900

   長期借入金の返済による支出 △5,397

   社債の償還による支出 △1,357

   自己株式の取得による支出 △0

   自己株式の処分による収入 5

   配当金の支払額 △807

  財務活動によるキャッシュ・フロー △817

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △463

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,522

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
    四半期末残高

3,058
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