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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 4,044 ― 435 ― 463 ― 243 ―

20年12月期第2四半期 3,785 8.3 343 △12.6 367 △8.1 204 △0.9

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2四半期 10,338.28 ―

20年12月期第2四半期 8,553.43 ―

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2四半期 4,189 3,019 72.1 128,344.19
20年12月期 4,072 2,823 69.3 120,006.59

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  3,019百万円 20年12月期  2,823百万円

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 ― ― ― 2,000.00 2,000.00

21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 2,000.00 2,000.00

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 8,500 6.3 845 3.4 880 2.8 438 5.1 18,637.66
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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2四半期 24,580株 20年12月期  24,580株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,050株 20年12月期  1,050株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 23,530株 20年12月期第2四半期 23,853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将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。 
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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国経済の信用収縮、景気低迷の中、在庫調整の進展と景気対策に

よる需要の回復を受けて、一部製造業で改善の兆しが出ているものの、設備・雇用の過剰感は高止まりしており、先

行き不透明なまま推移いたしました。 

 外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりによる消費の低迷が続き、厳しい経営環境と

なりました。 

 このような環境下、当社におきましては、「客数拡大路線の深耕」をコンセプトに、販促活動の強化による新規顧

客の獲得と顧客来店頻度の向上、食材アイテムの絞り込みによる商品力の向上と提供時間の短縮、デリバリー及びモ

ーニング営業の拡大による利便性の向上などの施策を実施し、上期における「かつや」既存店売上高前期比102％、

既存店客数前期比106％の実績に表れているとおり、客数拡大による既存店売上高の向上に努めてまいりました。ま

た、出退店につきましては、かつや直営店３店舗を新規に出店し、２店舗をＦＣ店より営業を譲り受けました。その

他直営店につきましては、新業態のてんぷら専門店「天丼屋」を１店舗出店しました。一方、業態の選択と集中を推

進し、４店舗の閉店と１店舗の統合を行いました。その結果、当第２四半期末における店舗数は、かつや直営店64店

舗、かつやＦＣ店77店舗、その他直営店11店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,044百万円、営業利益は435百万円、経常利益は463百万

円、四半期純利益は243百万円となりました。 

  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、4,189百万円となり、前事業年度末比116百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金が188百万円増加したものの、売掛金が63百万円減少したことによるものでありま

す。 

 負債は、1,169百万円となり、前事業年度末比79百万円の減少となりました。これは主に買掛金が82百万円減少

したことによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末比196百万円の増加となり、自己資本比率は72.1％となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（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、405百万円となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益417百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費81百万円及び賞与引当金

の増加34百万円等があったものの、法人税等を169百万円支払ったためであります。 

（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、181百万円となりました。  

 これは主に、有形固定資産の取得による支出91百万円及び敷金・保証金の支払96百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は、35百万円となりました。  

 これは主に、預り保証金の受入による収入17百万円があったものの、配当金の支払47百万円を行ったことによ

るものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は、前事業年度末に比較して188百万円増加し1,056百万

円となりました。 

  

  

 当期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間における業績は、当初の利益予測を上回って推移しておりま

すが、消費低迷などにより、今後も外食業界を取り巻く環境は楽観視できないものと考えており、平成21年２月10日

に公表いたしました「平成20年12月期 決算短信（非連結）」に記載の業績予想に変更はありません。  

  

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

３．業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

 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ものについては事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分する方法としております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、最終仕入原価法によっておりましたが、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、最終仕入原価法による原価法（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）により算定しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行

い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であ

ります。 

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２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 1,056,688 868,055

売掛金 222,659 286,134

商品 35,572 66,820

原材料 20,417 24,517

その他 224,476 232,039

貸倒引当金 △1,300 △1,600

流動資産合計 1,558,514 1,475,967

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 952,996 960,286

その他（純額） 214,507 211,539

有形固定資産合計 1,167,503 1,171,826

無形固定資産 6,376 10,804

投資その他の資産   

敷金及び保証金 919,758 890,839

建設協力金 426,561 411,850

その他 110,517 111,421

投資その他の資産合計 1,456,838 1,414,111

固定資産合計 2,630,718 2,596,742

資産合計 4,189,232 4,072,710

負債の部   

流動負債   

買掛金 288,177 370,325

未払法人税等 189,366 173,935

賞与引当金 34,073 －

その他 345,379 392,947

流動負債合計 856,997 937,208

固定負債   

受入保証金 299,748 297,831

その他 12,547 13,915

固定負債合計 312,296 311,746

負債合計 1,169,293 1,248,955
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 456,320 456,320

資本剰余金 408,562 408,562

利益剰余金 2,233,822 2,037,622

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 3,019,954 2,823,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 －

評価・換算差額等合計 △16 －

純資産合計 3,019,938 2,823,755

負債純資産合計 4,189,232 4,072,710
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(2)四半期損益計算書 
(第２四半期累計期間) 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,044,961

売上原価 1,704,586

売上総利益 2,340,375

販売費及び一般管理費 1,905,168

営業利益 435,207

営業外収益  

受取利息 3,596

協賛金収入 18,863

その他 7,131

営業外収益合計 29,591

営業外費用  

現金過不足 911

営業外費用合計 911

経常利益 463,888

特別利益  

店舗等解約補償金 3,590

固定資産受贈益 5,707

その他 300

特別利益合計 9,598

特別損失  

固定資産除却損 7,542

店舗閉鎖損失 48,609

特別損失合計 56,151

税引前四半期純利益 417,335

法人税、住民税及び事業税 181,042

法人税等調整額 △6,966

法人税等合計 174,075

四半期純利益 243,259
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 417,335

減価償却費 81,526

固定資産除却損 7,542

店舗閉鎖損失 48,609

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,073

受取利息 △3,596

売上債権の増減額（△は増加） 63,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,370

その他の資産の増減額（△は増加） 45,166

仕入債務の増減額（△は減少） △82,147

その他の負債の増減額（△は減少） △62,110

その他 △9,598

小計 575,645

利息の受取額 31

法人税等の支払額 △169,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 405,837

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 △91,932

敷金及び保証金の差入による支出 △96,444

その他 6,711

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,664

財務活動によるキャッシュ・フロー  

預り保証金の受入による収入 17,400

預り保証金の返還による支出 △5,879

配当金の支払額 △47,060

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,633

現金及び現金同等物の期首残高 868,055

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,056,688
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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。 

  

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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1)中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,785,520  100.0

Ⅱ 売上原価        1,625,650  42.9

売上総利益        2,159,870  57.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,816,342  48.0

営業利益        343,527  9.1

Ⅳ 営業外収益        24,397  0.6

Ⅴ 営業外費用        919  0.0

経常利益        367,005  9.7

Ⅵ 特別利益        4,169  0.1

Ⅶ 特別損失        19,550  0.5

税引前中間純利益        351,624  9.3

法人税、住民税及び事業税  152,490            

法人税等調整額 △4,891  147,599  3.9

中間純利益        204,024  5.4
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(2)中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  351,624

減価償却費  77,387

店舗等解約補償金 △3,880

固定資産除却損  8,758

店舗閉鎖損失  186

減損損失  6,605

賞与引当金の増加額  27,705

貸倒引当金の減少額 △220

受取利息 △3,142

売上債権の減少額  40,580

たな卸資産の増加額 △1,170

その他資産の減少額  26,951

仕入債務の減少額 △33,156

その他債務の減少額 △40,774

小計  457,455

利息の受取額  25

法人税等の支払額 △200,520

営業活動によるキャッシュ・フロー  256,960

Ⅱ 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 △183,125

敷金・保証金の支払による支出 △139,829

敷金・保証金の返還による収入  10,395

投資活動によるキャッシュ・フロー △312,558

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

預り保証金の受取による収入  5,000

預り保証金の返還による支出 △5,250

自己株式の取得による支出 △78,750

配当金の支払額 △49,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,160

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △183,758

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  799,804

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  616,045
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