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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1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12月期第1四半期 2,132 ― 2 ― 1 ― △23 ―
20年12月期第1四半期 2,181 ― 60 ― 65 ― 64 ―

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12月期第1四半期 △3.37 ―
20年12月期第1四半期 9.18 9.16

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12月期第1四半期 7,104 3,687 51.5 521.57
20年12月期 7,266 3,740 51.0 529.10

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  3,656百万円 20年12月期  3,709百万円

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12月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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

4,550 1.8 141 △4.5 136 △9.4 43 △47.6 6.19

通期 9,750 5.4 410 25.1 400 17.4 163 19.8 23.25
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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  有  

〔（注）詳細は４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４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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 7,036,200株 20年12月期  7,036,200株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  25,100株 20年12月期  25,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 7,011,183株 20年12月期第1四半期 7,012,690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、当社が現在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、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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。 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化等の影響により急速な悪化が続き、企業収益

の減少幅が拡大し、景況感は著しく悪化いたしております。 

 外食産業界においては、雇用や所得面の不安感から消費者のマインドの低下の影響により、一部の低価格店を

除き悪化しております。 

  このような状況下で、当社は当第１四半期に営業方針の変更を行いました。すなわち、直営事業において、前

事業年度末までは既存店売上昨年対比100％以上の実現を目指した活動を行ってまいりましたが、本年１月より

売上昨年対比が90％レベルでも利益を実現できる利益管理体制の構築を開始しました。具体的には、店舗におけ

る人員稼動管理の徹底、材料ロスの削減、水道光熱費の無駄の削減のための活動に注力しました。この体制は３

月にほぼ完成しました。その結果、上述のような厳しい経営環境下、外食企業にとって鬼門である２月を含む当

第１四半期に、プラスの営業・経常利益を計上することができました。この管理体制の構築は、第２四半期以降

に市況回復と自社努力により売上が少しでも回復すれば、その半分は利益として残すことができ、蓄積できる体

制とすることを目的としています。 

  営業網の整備におきましては、直営事業として３店舗の新規出店を行うとともに、会社全体としての利益性向

上等のために２店舗の閉店を行い、店舗数は116店舗となりました。ＦＣ事業は、新規加盟契約を４件締結すると

ともに、３店舗の新規出店を行い、店舗数は95店舗となりました。この結果、直営とＦＣを合わせた合計店舗数

は211店舗となりました。 

  また、海外事業のレール創りを積極的に推進しました。シンガポールにおいては、ＦＣ第一号店舗の開店準備

活動（４月開店）を行いました。中国とタイにおいては、それぞれ合弁とＦＣの形態により夏以降に出店するた

めの基盤構築を行いました。この過程で、平成21年１月20日に台湾系大手食品事業会社、旺旺集団（ワンワング

ループ）と「中国における外食チェーン事業展開に関する基本合意」を締結いたしました。 

     以上の営業活動の結果、当第１四半期の売上高21億３千２百万円、営業利益２百万円、経常利益は、１百万円

になりました。上述の閉店による固定資産廃却損等を特別損失に計上しました結果、当第１四半期純損失２千３

百万円となりました。 

  

  

（1） 財政状態 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、71億４百万円となり、前事業年度末に比べ、１億６千２百万

円の減少となりました。これは主に、現金及び預金、棚卸資産、のれんが減少したことによるものです。 

 負債総額は、34億１千６百万円となり、前事業年度末に比べ、１億９百万円の減少となりました。これは主

に、未払法人税等が減少したことによるものです。 

 また、純資産は、36億８千７百万円となり、前事業年度末に比べ、５千２百万円の減少となりました。これ

は主に、利益剰余金が減少したことによるものです。 

  

（2） キャッシュ・フローの状態 

 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５千９

百万円減少し３億７千万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は１億５百万円となりました。これは主に、法人税等の支払（△１億４千６

百万円）等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は６千５百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得（△６千５

百万円）によるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により増加した資金は１億１千１百万円となりました。これは主に、社債の発行（１億円）によ

るものです。 

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
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 平成21年２月10日(平成20年12月期決算発表時）に公表いたしました平成21年12月期の業績予想に変更はありませ

ん。   

  

 １．簡便な会計処理 

     繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法として、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年 

    度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度にお 

       いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

 ２．四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 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 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．棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 従来、半製品については総平均法による低価法、原材料及び貯蔵品については先入先出法による低価法を採

用しておりましたが、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

平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、半製品については総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料及び貯蔵品については先入先出法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。なお、これによる損益

に与える影響はありません。 

  

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
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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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 391,730 450,904

受取手形及び売掛金 373,464 374,857

有価証券 20,000 20,000

半製品 11,151 12,812

原材料 85,172 116,686

貯蔵品 28,256 24,727

前払費用 91,085 107,376

繰延税金資産 45,269 36,709

未収入金 101,519 71,670

その他 21,319 18,305

貸倒引当金 △3,519 －

流動資産合計 1,165,449 1,234,050

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,542,992 4,557,975

構築物 112,908 112,908

機械及び装置 150,249 150,249

車両運搬具 3,748 3,748

工具、器具及び備品 721,531 722,809

土地 930,435 930,435

建設仮勘定 12,115 1,018

減価償却累計額 △3,513,289 △3,508,456

有形固定資産合計 2,960,692 2,970,688

無形固定資産   

のれん 484,274 540,152

その他 20,557 20,090

無形固定資産合計 504,832 560,243

投資その他の資産   

投資有価証券 43,806 51,563

長期預金 100,000 100,000

出資金 1,672 1,672

繰延税金資産 5,101 1,952

長期前払費用 30,374 30,990

敷金及び保証金 2,214,811 2,236,478

役員に対する保険積立金 17,244 16,998

その他 60,453 62,323

投資その他の資産合計 2,473,464 2,501,980

固定資産合計 5,938,989 6,032,912

資産合計 7,104,438 7,266,962
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 377,514 460,740

短期借入金 160,000 130,000

1年内返済予定の長期借入金 703,630 705,420

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払金 286,737 357,339

未払費用 187,359 142,036

未払法人税等 9,153 147,299

預り金 65,397 78,754

未払消費税等 41,602 51,871

その他 49,040 28,060

流動負債合計 1,900,434 2,101,522

固定負債   

長期借入金 1,248,503 1,242,868

社債 80,000 －

再評価に係る繰延税金負債 67,873 67,873

退職給付引当金 17,629 15,878

役員退職慰労引当金 35,937 34,107

長期預り保証金 65,140 62,790

その他 1,048 1,206

固定負債合計 1,516,133 1,424,724

負債合計 3,416,567 3,526,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,460,824 1,460,824

資本剰余金 1,420,546 1,420,546

利益剰余金 1,254,698 1,302,890

自己株式 △13,814 △13,769

株主資本合計 4,122,253 4,170,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,223 13,831

土地再評価差額金 △474,730 △474,730

評価・換算差額等合計 △465,507 △460,899

新株予約権 31,125 31,125

純資産合計 3,687,871 3,740,716

負債純資産合計 7,104,438 7,266,962
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,132,881

売上原価 1,865,638

売上総利益 267,243

販売費及び一般管理費 264,645

営業利益 2,598

営業外収益  

受取利息 938

不動産賃貸料 17,270

その他 2,467

営業外収益合計 20,675

営業外費用  

支払利息 8,665

不動産賃貸費用 10,439

その他 2,882

営業外費用合計 21,987

経常利益 1,285

特別損失  

固定資産廃棄損 16,558

固定資産売却損 52

店舗閉鎖損失 5,782

特別損失合計 22,392

税引前四半期純損失（△） △21,107

法人税等 2,546

四半期純損失（△） △23,653
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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21年１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  

税引前四半期純損失（△） △21,107

減価償却費 74,479

のれん償却額 55,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,519

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,751

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,830

受取利息及び受取配当金 △938

支払利息 8,665

社債利息 84

有形固定資産売却損益（△は益） 52

有形固定資産廃棄損 16,558

売上債権の増減額（△は増加） 1,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,646

仕入債務の増減額（△は減少） △83,226

未払費用の増減額（△は減少） 45,282

未払金の増減額（△は減少） △73,290

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,269

その他 △9,337

小計 40,973

利息及び配当金の受取額 1,230

利息の支払額 △8,615

移転補償金の受取額 7,879

法人税等の支払額 △146,948

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,481

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 △65,026

有形固定資産の売却による収入 500

貸付金の回収による収入 3,902

敷金及び保証金の差入による支出 △26,983

敷金及び保証金の回収による収入 21,965

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,642

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 700,000

短期借入金の返済による支出 △670,000

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 △196,155

社債の発行による収入 100,000

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △21,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,174

現金及び現金同等物の期首残高 429,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 370,730
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 該当事項はありません。 

  

 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
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「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1四半期累計期間（平成20年1月1日～3月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,181,522

Ⅱ 売上原価  1,864,903

売上総利益  316,618

Ⅲ 販売費及び一般管理費  255,813

営業利益  60,805

Ⅳ 営業外収益  26,403

Ⅴ 営業外費用  21,390

経常利益  65,818

Ⅵ 特別利益  65,158

Ⅶ 特別損失  4,499

税引前四半期純利益  126,477

税金費用  62,082

四半期純利益  64,394
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