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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31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3四半期 3,685 5.6 81 51.3 52 151.0 24 ―
20年6月期第3四半期 3,489 ― 53 ― 20 ― △17 ―

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3四半期 21.35 ―
20年6月期第3四半期 △14.73 ―

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3四半期 3,755 918 24.4 788.38
20年6月期 3,707 907 24.5 778.99

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  917百万円 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）
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  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 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、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 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、３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3四半期 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3四半期  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3四半期 1,164,577株 20年6月期第3四半期 1,164,613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。 



 当第３四半期におけるわが国経済は、いわゆるサブプライム問題などによる金融市場の混乱、株価低迷や原油・素

材価格の一転した暴落、更には世界的な需要不足が生じ、主要製造業においても生産調整・雇用調整等を余儀なくさ

れ、企業倒産が増加するなど、急激なブレーキがかかりました。個人消費におきましても、ガソリン価格は大幅な下

落に転じたものの、可処分所得の減少、雇用の悪化などを受け、出費の手控えが続いております。 

 外食産業におきましては、企業間の売上獲得競争は激化しているものの、一方でエネルギーコスト、食材・資材等

の原材料価格が低下してきており、また求人環境が好転するなど、厳しい中にも経営環境の変化が見られました。 

 このような環境下で当社は、当第３四半期の新規出店はなく、「中華食堂」から「一刻魁堂」へ３店舗の業態転換

を実施しました。期初よりの通算では６店舗の新規出店（「一刻魁堂」４店舗、「龍虎餐房（ロンフーダイニン 

グ）」２店舗）、業態転換６店舗（「中華食堂」から「一刻魁堂」へ５店舗、「中華食堂」から「中華屋あんず」 

へ１店舗）、退店１店舗（「龍虎厨房（ロンフーキッチン）」大須店）となっております。また別途に、既存店12 

店舗の改装も実施いたしました。 

 これらにより当第３四半期末現在の店舗数は63店舗（前第３四半期末比４店舗の増加）となり、業態別の店舗数で

は、「一刻魁堂」46店舗（同10店舗増）、「中華食堂」（「旨飯中華食房」を含む）11店舗（同８店舗減）、「龍虎

餐房」５店舗（同２店舗増）、および「中華屋あんず」１店舗となりました。 

 営業面では前記改装の他、積極的な広告宣伝を行い増客に努めました。また内製化の推進により原価低減が図ら

れ、原価率は当第３四半期累計会計期間において前年同期比1.4ポイント低下しました。管理面では、社員の積極採

用や理念教育の充実による組織強化、衛生管理の更なる推進、管理制度の拡充による内部統制の強化にも努めてまい

りました。  

 以上によりまして、当第３四半期累計会計期間の売上高は、3,685百万円（前第３四半期累計会計期間比5.6％増）

となりました。利益面では、原価低減の他、暴騰していたプロパンガス価格が第３四半期に入り大幅下落したことも

幸いし、営業利益81百万円（同51.3％増）、経常利益52百万円（同151.0％増）、当期純利益24百万円（前第３四半

期累計会計期間当期純損失17百万円）と増収増益となりました。  

  

（１）財政状況 

  当第３四半期会計期間末における流動資産は279,235千円となり、前事業年度末に比べ107,729千円減少いたし

ました。主な要因は、現金預金が121,639千円減少したためであります。 

 固定資産は3,476,075千円となり、前事業年度末に比べ156,009千円増加いたしました。主な要因は、新店舗お

よび改装に伴う有形固定資産が128,848千円、および差入保証金が34,017千円増加したためであります。 

 流動負債は1,291,660千円となり、前事業年度末に比べ185,499千円増加いたしました。主な要因は、1年以内返

済長期借入金が175,370千円増加したためであります。  

 固定負債は1,544,723千円となり前事業年度末に比べ148,957千円減少いたしました。主な要因は、長期借入金

が46,613千円減少したことと、社債の償還により100,000千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３四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118,639

千円減少し81,511千円となりました。 

  なお、当第３四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３四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は227,167千円となりました。これは主に減価償

却費208,902千円、固定資産除却損18,205千円の計上によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は360,732千円となりました。これは主に新店・

業態転換および改装に伴う有形固定資産の取得による支払338,657千円、敷金・保証金の支払47,125千円によるも

のであります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間において、財務活動により得られた資金は14,925千円となりました。これは主に長期借

入による収入682,182千円があった一方、長期借入金の返済553,425千円および社債の償還による支出100,000千円

があったためであります。 

  

  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



  

  

 当期の第４四半期（平成21年４月期から６月期末）の外食産業を取り巻く環境は、我が国の景気全般の急激な悪

化を受けて、厳しい局面が続くと予測されます。 

 当社といたしましては、設備投資は抑制しつつも、組織と人材の強化による業態力向上を押し進め、競争力の強

化を図りつつ、引き続き積極的な広告宣伝を実施し、売上の確保に努めてまいります。また内製化拡大による原価

の更なる低減を図り、利益の確保もいたす所存です。 

 現時点におきましては、平成20年８月12日付、平成20年６月期決算短信の公表のとおり、通期の業績予想の変更

はありません。 

  

減価償却費の計算 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産について、事業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当事業年度より「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 

機械及び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、当事業年度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、名古屋

センターに係る機械及び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4,010千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及

び税引前利益はそれぞれ同額増加しております。 

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
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 84,511 206,150

売掛金 164 170

預入金 69,429 39,042

前払費用 59,141 73,746

未収入金 22,952 37,179

製品 15,716 13,754

原材料 5,055 4,008

仕掛品 8,989 2,057

貯蔵品 7,568 7,393

その他 5,704 3,460

流動資産合計 279,235 386,964

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,766,046 1,654,490

構築物（純額） 112,763 131,804

機械及び装置（純額） 48,748 38,815

車両運搬具（純額） 451 254

工具、器具及び備品（純額） 180,181 150,495

土地 586,122 586,122

建設仮勘定 16,282 19,765

有形固定資産合計 2,710,596 2,581,747

無形固定資産   

ソフトウエア 3,451 85

電話加入権 5,599 5,599

無形固定資産合計 9,051 5,685

投資その他の資産   

投資有価証券 3,588 6,204

出資金 20 20

長期貸付金 666 －

長期前払費用 55,202 42,935

投資不動産（純額） 210,432 221,966

建設協力金 50,580 62,007

差入保証金 378,962 344,945

保険積立金 56,975 54,554

投資その他の資産合計 756,428 732,633

固定資産合計 3,476,075 3,320,066

資産合計 3,755,311 3,707,030



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
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 117,007 130,146

1年内返済予定の長期借入金 773,614 598,244

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 82,764 66,952

未払費用 162,749 152,586

未払法人税等 12,298 14,304

預り金 2,175 6,865

前受収益 5,061 5,906

未払消費税等 20,913 19,286

賞与引当金 13,386 8,687

その他 1,689 3,180

流動負債合計 1,291,660 1,106,160

固定負債   

社債 50,000 150,000

長期借入金 1,413,575 1,460,188

繰延税金負債 － 711

退職給付引当金 14,090 14,987

役員退職慰労引当金 40,608 40,648

その他 26,450 27,145

固定負債合計 1,544,723 1,693,681

負債合計 2,836,384 2,799,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 479,205 479,205

資本剰余金 394,254 394,254

利益剰余金 45,676 32,463

自己株式 △141 △141

株主資本合計 918,994 905,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △862 1,041

評価・換算差額等合計 △862 1,041

新株予約権 794 365

純資産合計 918,927 907,189

負債純資産合計 3,755,311 3,707,030



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,685,580

売上原価 983,878

売上総利益 2,701,702

販売費及び一般管理費 2,620,073

営業利益 81,628

営業外収益  

受取利息 1,328

受取配当金 36

賃貸不動産収入 50,625

その他 3,300

営業外収益合計 55,290

営業外費用  

支払利息 25,393

社債利息 2,726

賃貸不動産費用 48,970

その他 7,428

営業外費用合計 84,518

経常利益 52,401

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 40

その他 81

特別利益合計 121

特別損失  

固定資産除却損 19,278

退店損失 2,020

特別損失合計 21,299

税引前四半期純利益 31,223

法人税、住民税及び事業税 6,365

法人税等合計 6,365

四半期純利益 24,858



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31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 31,223

減価償却費 208,902

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） △897

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,698

受取利息及び受取配当金 △1,365

支払利息 28,119

固定資産除却損 18,205

売上債権の増減額（△は増加） 6

預入金の増減額（△は増加） △30,386

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,116

仕入債務の増減額（△は減少） △13,139

未払金の増減額（△は減少） 13,223

未払費用の増減額（△は減少） 10,276

その他 8,186

小計 266,896

利息及び配当金の受取額 557

利息の支払額 △32,684

法人税等の支払額 △7,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,167

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） 3,000

有形固定資産の取得による支出 △338,657

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 12,362

差入保証金の差入による支出 △47,125

その他 10,688

投資活動によるキャッシュ・フロー △360,732

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 682,182

長期借入金の返済による支出 △553,425

社債の償還による支出 △100,000

設備関係割賦債務の返済による支出 △2,235

配当金の支払額 △11,596

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,639

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 81,511



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

科目 

前年同四半期  
（平成20年６月期第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  3,489,006

Ⅱ 売上原価  983,117

売上総利益  2,505,888

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,451,953

営業利益  53,935

Ⅳ 営業外収益  52,064

Ⅴ 営業外費用  85,121

経常利益  20,879

Ⅵ 特別利益  721

Ⅶ 特別損失  33,171

税引前四半期純損失  11,570

税金費用  5,584

四半期純損失  17,154



前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

   

（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３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純損失（△）  △11,570

 減価償却費  209,319

 賞与引当金の増加  17,375

 退職給付引当金の増加額（△減少額）  △984

 受取利息及び受取配当金  △1,888

 支払利息  28,289

 固定資産除却損  1,552

 売上債権の減少額（△増加額）  △239

 たな卸資産の減少額（△増加額）  1,884

 仕入債務の増加額  16,352

 未払金の増加額（△減少額）  5,257

 未払費用の増加額（△減少額）  7,645

 その他  19,295

小計  292,288

 利息及び配当金の受取額  773

 利息の支払額  △33,162

 法人税等の支払額  △11,861

営業活動によるキャッシュ・フロー  248,037

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の純増額  24,520

 有形固定資産の取得による支出  △397,563

 有形固定資産の売却による収入  761

 敷金・保証金の支払いによる支出  △67,140

 敷金・保証金の償還による収入  13,450

 貸付による支出  △120

 貸付金の回収による収入  15,471

 その他  △1,377

投資活動によるキャッシュ・フロー  △411,998

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  900,000

 長期借入金の返済による支出  △547,044

 設備未払金の支払いによる支出  △4,165

 社債の償還による支出  △100,000

 配当金の支払額  △11,183

 その他  △37

財務活動によるキャッシュ・フロー  237,569

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  73,609

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四半期末残高  286,769



  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報




