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

22年2月期第1四半期 29,825 ― 1,448 ― 1,539 ― 805 ―

21年2月期第1四半期 30,143 △2.7 1,196 △53.5 1,303 △51.5 688 △51.3

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 20.54 ―

21年2月期第1四半期 16.32 ―

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 71,751 55,518 77.4 1,415.92
21年2月期 71,346 55,842 78.3 1,424.19

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  55,518百万円 21年2月期  55,842百万円

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 ― 25.00 ― 29.00 54.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

20.00 ― 25.00 45.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

63,100 ― 2,870 ― 3,020 ― 1,570 ― 40.04

通期 129,200 7.8 7,000 21.5 7,320 19.5 4,060 27.8 103.54
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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、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) 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 

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる
場合があります。 
 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規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 44,392,680株 21年2月期  44,392,680株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  5,182,467株 21年2月期  5,182,392株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 39,210,266株 21年2月期第1四半期 42,210,897株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景に、企業業績や雇用情勢の
悪化など深刻な景気後退が続いており、先行きの不透明感から個人消費が低迷するなど厳しい状況で推移
いたしました。  
 当外食産業におきましては、景気後退に伴う消費者の節約志向による外食離れや原材料価格の下落を背
景に、商品価格の値下げに動く企業が相次ぐなど、競争はさらに激化しております。  
 このような状況の中、当社グループは「ほっともっと」におきましては、定番人気商品の値下げ、新し
い食事スタイルを提案する商品の開発・発売及びスポーツ大会等イベント時における大口注文獲得のため
の施策を実施いたしました。これらにより、お客様の利用頻度向上及び今まで十分対応できていなかった
新規需要の獲得を図り、更なる客層の拡大に注力いたしました。また、「やよい軒」におきましては、長
くお客様から支持を得られる店づくりを目指して、季節感のある商品を開発・提供し、ＱＳＣ(品質、接
客、清潔感)レベルの向上に努めました。  
 店舗展開につきましては、新規出店を50店舗、退店を16店舗行い、店舗数は2,481店舗となりました。
また、改装・移転につきましては、25店舗実施いたしました。なお、経営委託制度(パートナーチェーン
制度)による直営店の移管につきましては、引き続き推進した結果、75店舗増加の670店舗となりました。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、新規出店により店舗数は増加したものの、経営委
託制度の推進に伴い、パートナーチェーン店舗への移管が進んだことにより、298億25百万円(前年同期比
1.1％減)となりました。営業利益につきましては、14億48百万円(前年同期比21.1％増)、経常利益は15億
39百万円(前年同期比18.2％増)、四半期純利益は８億５百万円(前年同期比16.9％増)となりました。  
  
(注) 前年同期比は参考として記載しております。  
  
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

【持ち帰り弁当事業】 
これまで以上にたくさんのお客様にご利用いただけるよう、原料安・原油安をいち早く価格に反映さ

せ、平成21年４月に定番人気商品の値下げを実施いたしました。  
 また「手軽さ」「軽めの食事」「食事時以外の時間帯」の需要を取り込むため、あたたかいごはんにお
かずをはさんだ「おにぎりサンド」や「フライドポテト」など、新しい食事スタイルを提案する商品を開
発・発売いたしました。これにより、お客様の利用頻度を高めるとともに、時間や場所を選ばない幅広い
状況での利用を促進し、更なる客層の拡大を図りました。  
 さらに、スポーツ大会等イベント時における大口注文を積極的に獲得するために、専用コールセンター
や専門の担当部署を設置いたしました。これにより、今まで十分対応できていなかった様々なシーンにお
ける需要への対応を進めております。  
 店舗展開につきましては、今まで出店していなかった地域を中心に新規出店を49店舗、退店を15店舗行
った結果、店舗数は34店舗増加し、2,310店舗となりました。改装・移転につきましては、21店舗実施し
ました。なお、経営委託制度(パートナーチェーン制度)による直営店の移管につきましては、引き続き推
進した結果、75店舗増加の670店舗となりました。  
 以上の結果、売上高は256億28百万円、営業利益は12億61百万円となりました。  
  

【定食事業】 
豊富な定食メニューをお手頃な価格で提供すること、季節感のある美味しいメニューを開発・発売する

ことに加え、店舗のＱＳＣレベルの向上に取り組みました。その結果、既存店売上前年比100.9%となり、
順調に推移いたしました。  
 店舗展開につきましては、新規出店及び退店をそれぞれ１店舗行った結果、店舗数は152店舗となりま
した。なお、改装は４店舗実施いたしました。  
 以上の結果、売上高は37億50百万円、営業利益は２億20百万円となりました。  
  

【その他事業】 
ＭＫレストランにつきましては、消費者ニーズに対応したメニューの充実・リニューアルを実施すると

共に、新規顧客獲得のための営業活動及びＱＳＣレベルの向上などに注力した結果、既存店売上前年比
106.2％と好調に推移いたしました。  
 この結果、売上高は４億46百万円、営業利益は11百万円となりました。  
 なお、前連結会計年度まで実施しておりました一般消費者へのユニフォーム等の衣料品の販売は終了し
ております。  

  

【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
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億５百万円増加し717億51
百万円となりました。内訳は、流動資産が93百万円、固定資産が３億12百万円それぞれ増加しておりま
す。流動資産の増加は、現金及び預金が10億33百万円増加したこと、商品が６億14百万円減少したことな
どによるものです。また、固定資産の増加は、新規出店等により有形固定資産が４億35百万円増加したこ
と、関係会社株式の評価損計上により投資その他の資産が１億44百万円減少したことなどによるもので
す。負債は、前連結会計年度末に比べ７億29百万円増加し、162億33百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金が５億７百万円増加したこと、未払法人税等が５億67百万円増加したこと、賞与引当金が
３億12百万円増加したこと、未払金や預り金の増減によりその他流動負債が６億92百万円減少したことな
どによるものです。純資産は、四半期純利益８億５百万円の計上及び配当金の支払い11億37百万円などに
よる利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ３億24百万円減少し、555億18百万円となり
ました。 
  

当第１四半期連結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、前連結会計年度末
に比べ39億66百万円減少し135億78百万円となりました。 
  
(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、36億26百万円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益

13億56百万円、減価償却費７億17百万円、たな卸資産の減少額６億32百万円、仕入債務の増加額５億７百
万円、賞与引当金の増加額３億12百万円であります。 
  
(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、64億52百万円となりました。主な内訳は、定期預金の預け入れによる

による支出50億円、有形固定資産の取得による支出14億44百万円であります。 
  
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動の結果使用した資金は、11億37百万円となりました。主な内訳は、配当金の支払いによる支出

11億37百万円であります。 
  

平成22年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月17日に公
表いたしました予想に変更ありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
(ア) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 
  

(イ) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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、前連結会計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 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 
税金費用の計算については、当連結会計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する方法を採用してお
ります。 

  

2. 連結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

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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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規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

② 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５
日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、主として先入先出法による原価法から先
入先出法による原価法(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。  
 なお、当該変更に伴う当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

(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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,578,034 19,544,320

受取手形及び売掛金 2,904,021 2,999,650

商品及び製品 5,177,706 5,812,723

原材料及び貯蔵品 46,502 44,437

その他 3,165,845 3,345,216

貸倒引当金 △128,425 △95,741

流動資産合計 31,743,684 31,650,607

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,182,086 17,842,556

土地 5,791,785 5,791,785

その他（純額） 1,355,742 1,260,038

有形固定資産合計 25,329,614 24,894,379

無形固定資産 654,622 633,065

投資その他の資産   

差入保証金 6,242,280 6,206,142

その他 7,839,132 8,420,583

貸倒引当金 △57,433 △57,340

投資損失引当金 － △400,911

投資その他の資産合計 14,023,979 14,168,474

固定資産合計 40,008,216 39,695,919

資産合計 71,751,900 71,346,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,779,569 4,272,172

未払法人税等 593,433 26,232

賞与引当金 619,488 306,705

その他 5,717,703 6,410,121

流動負債合計 11,710,193 11,015,231

固定負債   

退職給付引当金 95,690 87,595

役員退職慰労引当金 620,580 608,340

その他 3,807,010 3,792,428

固定負債合計 4,523,280 4,488,364

負債合計 16,233,474 15,503,595
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,461,130 3,461,130

資本剰余金 4,922,847 4,922,847

利益剰余金 57,931,745 58,263,639

自己株式 △10,789,273 △10,789,172

株主資本合計 55,526,449 55,858,445

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,023 △15,514

評価・換算差額等合計 △8,023 △15,514

純資産合計 55,518,426 55,842,930

負債純資産合計 71,751,900 71,346,526
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 29,825,125

売上原価 14,754,091

売上総利益 15,071,034

販売費及び一般管理費 13,622,359

営業利益 1,448,674

営業外収益  

受取利息 21,181

受取配当金 730

固定資産賃貸料 40,265

在庫譲渡益 46,239

その他 12,147

営業外収益合計 120,563

営業外費用  

固定資産賃貸費用 645

賃貸借契約解約損 10,957

持分法による投資損失 24

その他 17,682

営業外費用合計 29,310

経常利益 1,539,928

特別利益  

固定資産売却益 2,919

貸倒引当金戻入額 15,154

特別利益合計 18,073

特別損失  

固定資産処分損 73,663

関係会社株式評価損 121,376

その他 6,628

特別損失合計 201,668

税金等調整前四半期純利益 1,356,333

法人税等 551,129

四半期純利益 805,204
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 1,356,333

減価償却費 717,634

関係会社株式評価損 121,376

持分法による投資損益（△は益） 24

有形及び無形固定資産除却損 73,580

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,777

賞与引当金の増減額（△は減少） 312,783

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,094

受取利息及び受取配当金 △21,911

為替差損益（△は益） 2,478

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △2,836

売上債権の増減額（△は増加） 95,629

たな卸資産の増減額（△は増加） 632,952

仕入債務の増減額（△は減少） 507,396

その他 △214,393

小計 3,634,161

利息及び配当金の受取額 13,527

法人税等の支払額 △20,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,626,782

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 △5,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,444,705

有形固定資産の売却による収入 66,490

投資有価証券の取得による支出 △3,172

貸付けによる支出 △124,991

貸付金の回収による収入 87,713

差入保証金の差入による支出 △261,043

差入保証金の回収による収入 224,954

その他 1,836

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,452,917

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △101

配当金の支払額 △1,137,570

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,137,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,966,286

現金及び現金同等物の期首残高 17,544,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,578,034
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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

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法    

  事業区分は商品役務の種類・性質等を勘案した区分としております。 

２ 事業区分に属する主要な内容 

  持ち帰り弁当事業……持ち帰り弁当類の販売、加盟店への食材・包装等資材の販売、店舗用事務機器等の販

売(保守・修理含む)及びロイヤリティその他営業収入、食肉の加工、食材・包装等資

材の輸入仕入  

  定食事業………………定食類の提供、加盟店への食材・包装等資材の販売及びロイヤリティその他営業収入

  その他事業……………学校給食、企業給食、タイ風しゃぶしゃぶ(タイスキ)レストランの運営 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)においては、本邦以外の
国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため、所在地別セグメント情報は作成しておりませ
ん。 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)においては、海外売上高
が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

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 

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)

持ち帰り弁当
事業 
(千円)

定食事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 
   (その他営業収入を 
   含む)

25,628,473 3,750,642 446,009 29,825,125 ─ 29,825,125

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

86,350 ─ ─ 86,350 (86,350) ─

計 25,714,824 3,750,642 446,009 29,911,476 (86,350) 29,825,125

  営業利益 1,261,690 220,990 11,910 1,494,591 (45,917) 1,448,674

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：百万円、％) 

 
  

「参考」

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年３月１日

 至 平成20年５月31日)

区  分 金額 百分比

Ⅰ 売上高 30,143 100.0

Ⅱ 売上原価 14,419 47.8

  売上総利益 15,723 52.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,527 48.2

  営業利益 1,196 4.0

Ⅳ 営業外収益 122 0.4

 1. 受取利息 21

 2. 受取配当金 0

 3. 賃貸用固定資産収入 47

 4. 負ののれん償却額 1

 5. 持分法による投資利益 0

 6. その他 51

Ⅴ 営業外費用 15 0.1

 1. 賃貸用固定資産諸費用 0

 2. 貸倒引当金繰入額 0

 3. 退店違約金等 3

 4. その他 11

  経常利益 1,303 4.3

Ⅵ 特別利益 9 0.0

 1. 固定資産売却益 0

 2. 貸倒引当金戻入額 9

Ⅶ 特別損失 94 0.3

 1. 固定資産処分損 93

 2. リース解約損 1

  税金等調整前四半期純利益 1,217 4.0

  税金費用 528 1.7

  四半期純利益 688 2.3
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