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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 5,450 ― 487 ― 484 ― 291 ―
21年2月期第1四半期 4,740 8.7 471 △6.2 471 △6.0 277 3.0

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

22年2月期第1四半期 25.37 ―
21年2月期第1四半期 24.43 24.32

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

22年2月期第1四半期 13,777 8,629 62.6 744.40
21年2月期 12,847 8,388 65.3 729.99

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  8,629百万円 21年2月期  8,388百万円

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

21年2月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

11,200 15.5 1,000 10.8 970 7.6 510 1.3 44.39

通期 23,000 14.9 2,070 14.4 2,010 12.2 1,050 4.3 91.39
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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） 22年2月期第1四半期 11,613,994株 21年2月期  11,510,394株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  21,983株 21年2月期  21,983株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 11,497,191株 21年2月期第1四半期 11,372,476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．上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があり
ます。業績予想に関しましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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。 
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当第1四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退により、企業業績の急速な悪化や雇用環境も悪化するな

ど、厳しい状況でありました。 

外食業界については、市場規模の縮小傾向に加え、消費者心理の冷え込みは続いており、厳しい状況でありまし

た。 

このような状況の下で、当社は駅前繁華街一等地への出店を行うとともに既存店活性化に努め、目標達成に取り

組んでまいりました。 

店舗展開については、15店舗出店しましたので、当第1四半期末の店舗数は231店舗となりました。なお、4月1日

付けで3店舗をFC店舗へ移行しました。（当第1四半期末店舗数にはFC店舗は含めておりません） 

業態別では「日高屋」13店舗、「焼鳥日高」2店舗の出店となり、地域別では東京都8店舗、埼玉県3店舗、神奈川

県1店舗、千葉県3店舗となりました。 

既存店については、各種販売促進策の実施などによりほぼ計画通りに推移し、当第1四半期の売上高前期比は

100.3％となりました。 

生産・原価面では、小麦粉などの原材料価格の低下などにより、原価率は26.9％となり前年同四半期比0.7％改善

しました。 

販売費及び一般管理費は、新規出店数が15店舗と前年同四半期よりも6店舗増加したことにより、新店舗のイニシ

ャルコスト等が増加しましたが、ほぼ計画通りとなりました。 

以上の結果、売上高は54億50百万円（前年同四半期比15.0％増）、営業利益は4億87百万円（前年同四半期比

3.6％増）、経常利益は4億84百万円（前年同四半期比2.6％増）となりました。特別損失には固定資産除却損等4百

万円を計上したため、四半期純利益は2億91百万円（前年同四半期比5.0％増）となりました。  

※前年同四半期増減率は参考として記載しております。  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

  当第1四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ9億29百万円増加して137億77百万円となりました。 

  負債は、前事業年度末に比べ6億88百万円増加して51億48百万円となりました。これは主に当第1四半期に出店した

店舗の設備未払金の増加と借入金の増加によるものであります。 

 純資産は前事業年度末に比べ2億40百万円増加して86億29百万円、自己資本比率は62.6％となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況  

（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4億93百万円（前年同四半期は5億38百万円）となり、前期に比べて45百万円

の減少となりました。これは、法人税等の支払額が69百万円増加したことなど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） 

投資活動の結果、使用した資金は4億15百万円（前年同四半期は2億42百万円）となりました。これは、新規出

店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出2億27百万円（前年同四半期は1億70百万円）、敷金及び保証金

の差入による支出1億93百万円（前年同四半期は1億61百万円）など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、取得した資金は3億60百万円（前年同四半期は1億3百万円）となりました。収入は短期借入

金の増加1億50百万円(前年同四半期は1億50百万円）、長期借入れによる収入4億円(前年同四半期は2億円）、ス

トック・オプションの行使による収入88百万円（前年同四半期は0百万円）であり、一方、支出は長期借入金の

返済1億63百万円（前年同四半期は1億52百万円）、配当金の支払額1億13百万円（前年同四半期は93百万円）な

どであります。 

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
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当事業年度では「日高屋」「焼鳥日高」合わせて35店舗の新規出店を見込んでおりますが、6月24日現在累計で新規

出店数は19店舗となっております。引き続き目標達成に向け新規出店を進めてまいります。既存店活性化策として、

定番の「冷し麺」に加え黒胡麻を使用した「黒胡麻冷し麺」や「つけ麺フェア」、期間限定「生ビールフェア」を実

施しており、目標達成に向けた取組みを行なっております。 

新規出店の契約が順調に進んでいることや既存店売上高がほぼ予定通り推移していることから、平成21年4月10日に

開示した数値を修正しておりません。 

  

1.簡便な会計処理  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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

利用する方法により算出しております。 

2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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、税引前四半期純利益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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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号平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として個別法による原価法から主として個別法による原価法（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）に変更しております。 

 この変更に伴う損益への影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

 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（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19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

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

後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ようになったことに伴い、当第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。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。 

 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

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
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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５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,950,956 1,589,261

売上預け金 349,640 272,809

売掛金 12,339 6,733

店舗食材 97,751 95,288

原材料及び貯蔵品 19,152 14,343

その他 433,879 435,750

貸倒引当金 △401 △401

流動資産合計 2,863,318 2,413,784

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,198,381 5,920,301

減価償却累計額 △2,345,913 △2,259,703

建物（純額） 3,852,467 3,660,598

構築物 41,925 41,925

減価償却累計額 △24,510 △23,836

構築物（純額） 17,415 18,089

機械及び装置 129,317 128,078

減価償却累計額 △31,862 △25,579

機械及び装置（純額） 97,454 102,498

車両運搬具 3,076 3,076

減価償却累計額 △2,737 △2,706

車両運搬具（純額） 338 369

工具、器具及び備品 500,054 446,746

減価償却累計額 △271,865 △249,696

工具、器具及び備品（純額） 228,188 197,050

土地 1,766,524 1,766,524

リース資産 89,799 －

減価償却累計額 2,473 －

リース資産（純額） 87,325 －

建設仮勘定 43,916 12,818

有形固定資産合計 6,093,632 5,757,950

無形固定資産   

無形固定資産合計 62,706 60,722

投資その他の資産   

投資有価証券 126,166 128,500

敷金及び保証金 3,309,968 3,145,496

その他 1,334,854 1,354,308

貸倒引当金 △12,980 △12,980
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

投資その他の資産合計 4,758,010 4,615,325

固定資産合計 10,914,349 10,433,997

資産合計 13,777,667 12,847,782

負債の部   

流動負債   

買掛金 475,415 406,249

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 564,179 558,208

リース債務 15,441 －

未払法人税等 217,651 512,488

賞与引当金 334,451 212,952

その他 1,349,586 1,034,411

流動負債合計 3,106,725 2,724,310

固定負債   

長期借入金 1,233,000 1,002,932

リース債務 72,043 －

退職給付引当金 299,613 298,170

その他 437,230 434,230

固定負債合計 2,041,886 1,735,332

負債合計 5,148,612 4,459,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,625,363 1,580,193

新株式申込証拠金 － 1,742

資本剰余金 1,701,680 1,656,614

利益剰余金 5,322,370 5,168,561

自己株式 △11,671 △11,671

株主資本合計 8,637,742 8,395,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,687 △7,299

評価・換算差額等合計 △8,687 △7,299

純資産合計 8,629,054 8,388,140

負債純資産合計 13,777,667 12,847,782
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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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 5,450,109

売上原価 1,466,584

売上総利益 3,983,524

販売費及び一般管理費 3,495,524

営業利益 487,999

営業外収益  

受取利息 393

受取配当金 1,336

受取賃貸料 2,971

その他 4,801

営業外収益合計 9,502

営業外費用  

支払利息 5,484

固定資産除却損 4,118

その他 3,448

営業外費用合計 13,052

経常利益 484,450

特別損失  

固定資産除却損 766

固定資産売却損 3,356

特別損失合計 4,123

税引前四半期純利益 480,327

法人税等 188,656

四半期純利益 291,670

㈱ハイデイ日高(7611)　平成22年2月期第1四半期決算短信(非連結) 
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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３月１日 
 至 平成21年５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 480,327

減価償却費 172,310

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,443

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000

受取利息及び受取配当金 △1,556

支払利息 5,484

固定資産除売却損益（△は益） 3,315

売上債権の増減額（△は増加） △5,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,272

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,653

仕入債務の増減額（△は減少） 69,166

その他の流動負債の増減額（△は減少） 132,426

その他 60

小計 970,944

利息及び配当金の受取額 1,389

利息の支払額 △6,441

法人税等の支払額 △472,609

営業活動によるキャッシュ・フロー 493,282

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 △227,784

有形固定資産の売却による収入 1,200

無形固定資産の取得による支出 △5,835

敷金及び保証金の差入による支出 △193,981

敷金及び保証金の回収による収入 7,777

その他 2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,632

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） 150,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △163,961

ストックオプションの行使による収入 88,493

配当金の支払額 △113,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 360,876

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 438,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,827,070

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,265,596
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 ストック・オプションの権利行使により、発行済株式数が、103,600株増加し、第1四半期末の発行済株式数は

11,613,994株となっております。これにより、資本金が45,169千円、資本準備金が45,066千円増加し、第1四半

期末の資本金は1,625,363千円、資本準備金は1,701,680千円となっております。  

（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
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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3月1日～5月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年2月期 
第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,740,426

Ⅱ 売上原価  1,308,195

売上総利益  3,432,231

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,961,182

営業利益  471,049

Ⅳ 営業外収益  7,226

Ⅴ 営業外費用  6,280

経常利益  471,994

Ⅵ 特別利益  75,437

Ⅶ 特別損失  45,146

税引前四半期純利益  502,285

法人税等  224,433

四半期純利益  277,852
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前第1四半期累計期間（平成20年3月1日～5月31日） 

（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

    期  別 前年同四半期 

  (平成21年2月期第1四半期) 

科  目 金額（千円） 

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 502,285

減価償却費 138,093

賞与引当金の増加額・減少額（△） 132,193

退職給付引当金の増加額・減少額（△） 10,673

役員賞与引当金の増加額・減少額(△) 7,000

受取利息及び受取配当金 △494

支払利息 5,209

固定資産除売却損益 32,849

店舗退店に伴う立退料 △74,837

売上債権の増加額（△）・減少額 △696

たな卸資産の増加額（△）・減少額 △17,720

その他流動資産の増加額（△）・減少額 △4,566

仕入債務の増加額・減少額（△） 60,207

その他流動負債の増加額・減少額（△） 81,618

その他 40

小     計 871,856

利息及び配当金の受取額 494

利息の支払額 △5,478

立退料受取額  74,837

法人税等の支払額 △403,337

営業活動によるキャッシュ・フロ－ 538,371

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロ－  

有形固定資産の取得による支出 △170,431

無形固定資産の取得による支出 △1,710

敷金保証金等の支払による支出 △161,190

敷金保証金等の払戻による収入 91,242

投資活動によるキャッシュ・フロ－ △242,089

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロ－  

短期借入金の増加額・減少額（△） 150,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金等の返済による支出 △152,817

ストック・オプションの権利行使による収入 348

配当金の支払額 △93,553

財務活動によるキャッシュ・フロ－ 103,978

Ⅳ.現金及び現金同等物の増加額・減少額（△） 400,260

Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 1,532,274

Ⅵ.現金及び現金同等物の第1四半期末残高 1,932,534
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①業態別売上高                                                                           （単位：千円） 

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2.各業態の店舗数は、当該期末時点の数値を記載しております。 

3.「日高屋」は、「中華そば日高屋」「中華食堂日高屋」「来来軒」を含めております。 

4.「その他業態」は、「台南市場」「文楽座」「焼鳥日高」「武蔵野うどん」を含めております。 

5.「その他」は、工場卸売・小売及び社員向けの売上高です。 

6.当四半期の「その他」にはFC向けの売上高を含めております。 

  

②地域別売上高                                        （単位：千円） 

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

2.地域別売上高の店舗数は、当該期末時点の数値を記載しております。  

  

③新規出店等 

（注）店舗名のみは「日高屋」であります。 

なお、平成21年4月1日付けで次の3店舗をFC店舗へ移行しております。  

６．その他の情報

期別 
 前年同四半期  当四半期  (参   考) 

(平成21年2月期第1四半期) (平成22年2月期第1四半期) 平成21年2月期 

 地域区分 店舗数 金 額 構成比 店舗数 金 額 構成比 店舗数 金 額 構成比 

      %     %     %

日高屋  185  4,611,960 97.3 222 5,310,827 97.4   212  19,498,651 97.4

                   

その他業態  8  121,760 2.6 9 119,249 2.2   7  488,862 2.4

                   

その他    －  6,705 0.1 － 20,031 0.4  －  34,986 0.2

                   

計  193  4,740,426 100.0 231 5,450,109 100.0   219  20,022,500 100.0

期別 
 前年同四半期  当四半期  (参   考) 

(平成21年2月期第1四半期) (平成22年2月期第1四半期) 平成21年2月期 

 地域区分 店舗数 金 額 構成比 店舗数 金 額 構成比 店舗数 金 額 構成比 

      %      %     %

東京都  100  2,549,222 53.8 122 2,974,242 54.6   115  10,729,876 53.6

                   

埼玉県  72  1,698,560 35.8 77 1,749,886 32.1   76    6,933,788 34.6

                   

神奈川県  15  337,763 7.1 20 464,399 8.5   19  1,610,908 8.1

                   

千葉県  6  154,881 3.3 12 261,579 4.8   9  747,925 3.7

                   

計  193  4,740,426 100.0 231 5,450,109 100.0   219  20,022,500 100.0

1. 松原団地店 6. 下高井戸店 11.学芸大学駅前店 

2. 四谷三丁目店 7. 松戸西口店 12.亀有北口店 

3. 綾瀬リエッタ店 8. 焼鳥日高 大宮一番街店 13.焼鳥日高 大宮中仙道店 

4. 巣鴨南口店 9. 大倉山店 14.津田沼北口店 

5. 浦安店 10. 高田馬場駅前店 15.飯田橋店 

1. 日高屋川越岸町店 2. 日高屋大山店 3. 日高屋春日部東店 
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