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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4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 ％

22年3月期第1四半期 1,532 5.3 75 23.0 73 19.8 38 31.1
21年3月期第1四半期 1,455 ― 61 ― 61 ― 29 ―

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3月期第1四半期 13.51 ―
21年3月期第1四半期 10.30 ―

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3月期第1四半期 3,802 2,448 64.4 863.77
21年3月期 3,609 2,435 67.5 859.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,448百万円 21年3月期  2,435百万円

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

3,305 5.1 237 11.4 236 11.5 124 37.0 43.86

通期 6,850 5.6 600 4.9 600 5.4 315 19.3 111.16
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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 無
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3月期第1四半期 2,835,000株 21年3月期  2,835,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 2,835,000株 21年3月期第1四半期 2,835,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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。業績予想の前提となる条件等については、３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」 をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間における我が国の経済は、世界的に進行する金融不安による実体経済の悪化には
底打ちの兆しが見えつつありますが、企業業績の回復は不透明であり雇用不安が払拭されないなか、個人
消費においても低迷から脱するには至っておらず依然として厳しい状況が続いております。 
 当社の属する飲食業におきましては、個人消費の低迷を反映しファストフード系の比較的安価な業態に
つきましては増収を果たしておりますが、全般的には減収傾向にあり厳しい経営環境を強いられておりま
す。 
 そのような状況のもと、当社は前事業年度に引き続き、新規出店を抑えつつ既存店業績安定を主眼とし
た店舗運営体制の整備を進めております。また、前事業年度より積極的に推進してまいりました不採算店
舗の整理につきましては、当四半期会計期間において２店舗の閉鎖を行い、不採算店舗の整理はほぼ終了
したものと考えております。 
 なお、当事業年度の新業態として、当社本店所在地の茨城県が産する豊富な食材を使用する「常陸の國
もんどころ」(以下、「もんどころ」と記載する。)を開発し、茨城県水戸市に新規オープンいたしまし
た。 
 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,532,761千円(前年同四半期比5.3％増)の増収と
なりました。利益面につきましては、固定費の削減努力を不断に継続しつつ販売促進の強化及び店舗人員
体制の整備等を進めた結果、諸費用の増加を見ておりますが、営業利益は75,567千円(同23.0％増)の増益
となりました。なお、前事業年度において計上しております役員賞与引当金繰入額につきましては、毎期
継続的に支給する旨の定めを設けていないため、当第１四半期累計期間においては計上しておりません。
経常利益につきましては73,362千円(同19.8％増)の増益、四半期純利益は38,293千円(同31.1％増)の増益
となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ193,087千円増加し、3,802,434千円となりまし

た。これは、主に現金及び預金の増加22,294千円及び新規出店等に伴う有形固定資産の増加148,031千
円、並びに敷金及び保証金の増加15,811千円によるものであります。 
当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ179,578千円増加し、1,353,643千円となりまし

た。これは、主に新規出店等に伴う資金需要に対する長期借入金(流動及び固定合計)の増加223,495千円
の増加に対し、前事業年度に確定する法人税等の納付による未払法人税等の減少121,530千円によるもの
であります。 
当第１四半期会計期間末の純資産は、四半期純利益38,293千円の計上による増加及びその他有価証券評

価差額金の増加3,565千円に対し、未払配当金の支出計上28,350千円により前事業年度に比べ13,509千円
増加し、2,448,791千円となりました。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期累計期間末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59,205千円減少し281,892千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期累計期間における営業活動による資金の状況は、前年同四半期に比べ147,105千円減少
し、△14,034千円となりました。 
 これは主に、前年同四半期に比べ税引前四半期純利益の17,885千円増加したのに対して、法人税等の支
払額が128,315千円増加し、その他の負債の増減額が43,152千円減少したこと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１四半期累計期間における投資活動による資金の状況は、前年同四半期に比べ50,374千円減少し、
△240,596千円となりました。 
 これは主に、前年同四半期に比べ定期預金の払戻による収入が520,000千円増加したのに対して、定期
預金の預入による支出が600,000千円増加したこと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１四半期累計期間における財務活動による資金の状況は、前年同四半期に比べ119,306千円増加
し、195,425千円となりました。 
 これは主に、前年同四半期に比べ長期借入金による収入が200,000千円増加したのに対して、短期借入
金による収入が70,000千円減少したことによるものであります。 
  

業績予想につきましては、平成21年５月20日付「平成22年３月期決算短信（非連結）の一部訂正につい
て」にて発表いたしました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計算する方法

によっております。 
 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む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、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以後に経営環境等、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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 973,392 951,098

売掛金 30,389 30,953

原材料 40,898 38,313

前払費用 70,521 63,678

繰延税金資産 25,529 28,714

その他 3,414 3,075

流動資産合計 1,144,145 1,115,834

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,816,045 1,680,407

その他（純額） 136,437 124,043

有形固定資産合計 1,952,483 1,804,451

無形固定資産 3,225 3,256

投資その他の資産   

長期貸付金 126,905 131,615

繰延税金資産 18,914 30,192

敷金及び保証金 431,942 416,130

長期預金 46,500 39,000

その他 83,516 75,828

貸倒引当金 △5,200 △6,962

投資その他の資産合計 702,578 685,804

固定資産合計 2,658,288 2,493,513

資産合計 3,802,434 3,609,347

負債の部   

流動負債   

買掛金 153,830 153,880

1年内返済予定の長期借入金 329,476 248,616

未払金 308,253 237,782

未払法人税等 28,117 149,648

賞与引当金 6,552 18,811

役員賞与引当金 － 21,000

店舗閉鎖損失引当金 10 6,125

その他 160,212 131,781

流動負債合計 986,453 967,646

固定負債   

長期借入金 304,354 161,719

その他 62,835 44,699

固定負債合計 367,189 206,418

負債合計 1,353,643 1,174,064
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 292,375 292,375

資本剰余金   

資本準備金 282,375 282,375

資本剰余金合計 282,375 282,375

利益剰余金   

利益準備金 4,500 4,500

その他利益剰余金   

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 870,433 860,489

利益剰余金合計 1,874,933 1,864,989

株主資本合計 2,449,683 2,439,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △891 △4,457

評価・換算差額等合計 △891 △4,457

純資産合計 2,448,791 2,435,282

負債純資産合計 3,802,434 3,609,347
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,455,565 1,532,761

売上原価 419,489 441,230

売上総利益 1,036,076 1,091,530

販売費及び一般管理費 974,629 1,015,962

営業利益 61,447 75,567

営業外収益   

受取利息 776 1,320

専売料収入 1,129 971

その他 115 521

営業外収益合計 2,021 2,814

営業外費用   

支払利息 2,057 2,186

貸倒引当金繰入額 － 2,800

その他 168 32

営業外費用合計 2,225 5,019

経常利益 61,242 73,362

特別利益   

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 1,682

特別利益合計 － 1,682

特別損失   

固定資産除却損 3,859 77

店舗閉鎖損失 300 －

特別損失合計 4,160 77

税引前四半期純利益 57,082 74,968

法人税、住民税及び事業税 27,878 36,674

四半期純利益 29,204 38,293

ホリイフードサービス㈱（3077）平成22年３月期第１四半期決算短信

7



 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４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 57,082 74,968

減価償却費 81,392 89,755

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,762

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,773 △12,259

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △21,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △9,563 △6,115

固定資産除却損 3,859 77

店舗閉鎖損失 300 －

受取利息及び受取配当金 △777 △1,320

支払利息 2,057 2,186

売上債権の増減額（△は増加） 1,533 563

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,184 △2,584

その他の資産の増減額（△は増加） △8,766 △3,017

仕入債務の増減額（△は減少） △3,787 △49

未払金の増減額（△は減少） △10,980 △6,563

その他の負債の増減額（△は減少） 58,277 15,124

その他 400 416

小計 148,070 128,419

利息及び配当金の受取額 55 1,029

利息の支払額 △2,043 △2,155

法人税等の支払額 △13,011 △141,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,070 △14,034

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 △89,000 △689,000

定期預金の払戻による収入 80,000 600,000

有形固定資産の取得による支出 △144,177 △133,885

無形固定資産の取得による支出 △12 △3

投資有価証券の取得による支出 △10,200 －

建設協力金の支払による支出 △7,000 －

建設協力金の回収による収入 2,679 2,804

敷金及び保証金の差入による支出 △22,912 △21,006

敷金及び保証金の回収による収入 400 494

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,222 △240,596

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 70,000 －

長期借入れによる収入 100,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △70,650 △76,505

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,649

配当金の支払額 △23,230 △24,419

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,119 195,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,967 △59,205

現金及び現金同等物の期首残高 145,715 341,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 164,683 281,892
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当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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) 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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仕入及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

  当第１四半期累計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  ２ 上記の事業部区分において、各事業部における北関東地区の内訳は次のとおりであります。 

    ①首都圏・北関東事業部 
     栃木県及び群馬県 
    ②北関東・東北事業部 
     茨城県及び栃木県の一部の店舗 
  ３ オリジナル部門の「巴」と「もんどころ」につきましては、前年同四半期の実績がないた 

    め、前年同四半期比の記載を省略しております。 
  ４ 首都圏・北関東事業部のフランチャイズ部門において前四半期会計期間には「村さ来」業 

    態6,948千円及び「大阪王将」業態4,146千円の仕入高がありましたが、前事業年度末まで 
    に閉鎖しておりますので上記表には含めておりません。 
  ５ 当第１四半期累計期間より、事業部の管理エリアの変更を行っており、一部の店舗の仕入 

    実績を以下のように変更しております。 
    ①首都圏・北関東事業部から北関東・東北事業部への変更に係る影響額 
    「忍家」業態19,974千円 「村さ来」業態 3,042千円 
    ②北関東・東北事業部から首都圏・北関東事業部への変更に係る影響額 
    「忍家」業態 5,281千円 
  
    なお、前第１四半期累計期間分を変更後の区分に読み替えて前年同期比を計算しております。 

  

6. その他の情報

業態の名称

当第１四半期累計期間
(平成21年４月１日から 
  平成21年６月30日まで)

前年同四半期比 
(％)

金額(千円)

オリジナル部門

忍家 162,452   18.8   

巴 2,546   ─    

小計 164,999   20.7   

フランチャイズ部門

益益 37,311   12.7   

はなまるうどん 7,432   7.6   

小計 44,744   △12.4   

首都圏・北関東事業部計 209,743   11.7   

オリジナル部門

忍家 152,226   △1.7   

くいどころBAR 13,318   △6.1   

かいらく 4,062   4.1   

月の詩 3,909   △11.8   

巴 5,347   ─   

もんどころ 9,782   ─   

小計 188,648   6.4   

フランチャイズ部門

村さ来 3,957   △79.6   

益益 32,884   5.7   

大阪王将 8,582   43.5   

小計 45,423   △19.6   

北関東・東北事業部計 234,072   0.1   

合計 443,815   5.3   
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(2) 販売実績 

  当第１四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  ２ 上記の事業部区分において、各事業部における北関東地区の内訳は仕入実績(注３)に同じ 

    であります。 
  ３ オリジナル部門の「巴」と「もんどころ」につきましては、前年同四半期の実績がないた 

    め、前年同四半期比の記載を省略しております。 
  ４ 首都圏・北関東事業部のフランチャイズ部門において前四半期会計期間には「村さ来」業 

    態21,413千円及び「大阪王将」業態11,338千円の売上高がありましたが、前事業年度末ま 
    でに閉鎖しておりますので上記表には含めておりません。 
  ５ 当第１四半期累計期間より、事業部の管理エリアの変更を行っており、一部の店舗の販売 

    実績を以下のように変更しております。 
    ①首都圏・北関東事業部から北関東・東北事業部への変更に係る影響額 
    「忍家」業態72,666千円 「村さ来」業態10,966千円 
    ②北関東・東北事業部から首都圏・北関東事業部への変更に係る影響額 
    「忍家」業態 19,020千円 
     
    なお、前第1四半期累計期間分を変更後の区分に読み替えて前年同期比を計算しております。 
  

業態の名称

当第１四半期累計期間
(平成21年４月１日から 
  平成21年６月30日まで)

前年同四半期比 
(％)

金額(千円)

オリジナル部門

忍家 574,492   15.6   

巴 8,373   ─   

小計 582,866   17.3   

フランチャイズ部門

益益 125,232   18.4   

はなまるうどん 19,694   △3.7   

小計 144,926   △8.8   

首都圏・北関東事業部計 727,793   11.0   

オリジナル部門

忍家 538,602   △0.6   

くいどころBAR 45,494   △3.9   

かいらく 14,613   17.3   

月の詩 13,689   △16.9   

巴 18,020   ─   

もんどころ 26,907   ─   

小計 657,328   6.3   

フランチャイズ部門

村さ来 14,761   △78.6   

益益 108,150   13.8   

大阪王将 24,727   42.4   

小計 147,639   △18.6   

北関東・東北事業部計 804,967   0.7   

合計 1,532,761   5.3   
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