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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） 

 平成20年12月期第２四半期は平成19年12月期の決算期変更に伴い９ヶ月の変則決算（平成19年４月１日～平成19年12月31日）となりましたので、対前
年同期比は記載しておりません。 

(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 4,361 ― 90 ― 92 ― △6 ―
20年12月期第2四半期 4,471 ― 147 ― 150 ― 82 ―

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 △0.86 ―
20年12月期第2四半期 11.83 11.80

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 6,810 3,719 54.2 524.61
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2四半期  3,688百万円 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 ― 3.50
21年12月期 

（予想）
― 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 9,450 2.2 410 25.1 410 20.4 80 △41.2 11.38
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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 をご覧下さい。〕 

(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 をご覧下さい。〕 

(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 7,056,200株 20年12月期  7,036,200株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  25,300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2四半期 7,011,191株 20年12月期第2四半期 7,012,441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。なお、上記予想数値に関する事項は平成21年７ 
 月24日に公表致しました「第２四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照して下さい。 
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２四半期におけるわが国経済は、昨年来から引き続く世界的な金融危機による影響で、企業収益の悪化によ

る景況感の低迷が継続しております。 

 外食産業界においては、雇用や所得面の不安感による消費者の節約志向の高まりは第１四半期にピークをむかえ

ましたが、その趨勢は第２四半期において若干の緩和は見られたものの大きな改善は見られず、低価格志向の一部

の業態を除き、既存店の客数・客単価ともに前年を下回る企業が多く存在します。 

このような環境の下で当社は、本年１月より営業基本方針を変更いたしました。すなわち、昨年末までは既存店

売上昨年対比（昨対）100%以上の達成をめざして、売上の拡大による利益の増加をねらってきました。しかし、本

年度年初より、昨年来の経済不況のマイナス影響が当初の予想よりもより深く、長く継続することが予想されまし

た。このため、「既存店昨対90%でも利益を出せる管理体制の構築」を基本方針と定め、稼動管理、材料ロスと水道

光熱費を削減する体制を作ってきました。この体制は第１四半期中にほぼ完成し、その結果、同四半期には消費者

の外食支出削減がピークをむかえ、当社の既存店昨対も低迷したにも関わらず、若干の営業及び経常利益を計上す

ることができました。当第２四半期には、上述のように経済不況の影響は幾分緩和の兆しは見えましたが、５月に

発生した新型インフルエンザの影響により一時関西地区を中心に売上の急激な低下に見まわれました。しかし、そ

れまでに完成した管理体制が功を奏したこと、６月より開始した「ハッピー食事券」キャンペーンが予想以上の売

上拡大効果を見せたこと、等の理由により、当第２四半期単独ではほぼ予想通りの営業・経常利益を達成すること

ができました。また、会社全体としての利益体質構築のために、本年上期を通してスクラップ・アンド・ビルドを

積極化しました。 

当第２四半期の営業網の整備といたしましては、直営事業として新規出店による店舗数増加１店と、上述の理由

によるスクラップおよびＦＣ化による店舗数減少、計４店があり、本年６月末における直営店舗数は113店となりま

した。ＦＣ事業は、当第２四半期において新規加盟契約を７件締結いたしました。直営店からＦＣ店への変更１店

と１店の退店で、６月末におけるＦＣ店舗数は95店となりました。この結果、直営とＦＣを合わせた合計店舗数は

208店となりました。 

また、シンガポール現地企業と昨年締結したメガ・フランチャイジー契約に基づき、４月に同国において海外Ｆ

Ｃ第一号店をオープンしました。６月末には、タイの現地企業、OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDとメガ・フ

ランチャイジー契約を締結いたしました。 

以上の営業活動の結果、当第２四半期累計期間の売上高43億６千１百万円、営業利益９千万円、経常利益９千２

百万円となりました。スクラップによる固定資産廃却損と現状回復費等を特別損失として計６千７百万円計上しま

した結果、当第２四半期累計の当期純損失は６百万円となりました。 

     

  

(1)  財政状態  

 当第２四半期会計期間末における総資産は、68億１千万円となり、前事業年度末に比べ、４億５千６百万円

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、30億９千万円となり、前事業年度末に比べ、４億３千５百万円減少となりました。これは主

に、買掛金、未払金、長期借入金及び未払法人税が減少したことによるものです。 

 また、純資産は、37億１千９百万円となり、前事業年度末に比べ、２千１百万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２四半期累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１億６

千４百万円減少し２億６千５百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期累計期間において営業活動により得られた資金は３千４百万円となりました。これは主に、減

価償却費の計上（１億４千９百万円）、法人税等の支払額（△１億１千８百万円）等によるものです。 

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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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期累計期間において投資活動により使用した資金は９千３百万円となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出（△１億２千５百万円）、敷金及び保証金等の差入れによる支出（△３千２百

万円）、敷金及び保証金等の回収による収入（５千５百万円）等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において財務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、

長期借入金の返済による支出（△１億９千万円）、社債の発行による収入（１億円）等によるものです。 

  

  

 通期の売上高は、下期においても外食市場の低迷が予想されることと、政策的なスクラップ方針の影響により、

94億５千万円と前回予想より３億円の未達が見込まれます。営業利益、経常利益は、直営店においては利益確保の

ための管理体制が確立していること、ＦＣ加盟店数は着実に伸びる見込みであること、海外提携相手からの加盟金

が見込まれること等により、それぞれ前回予想をクリアする４億１千万円、４億１千万円を見込んでおります。ス

クラップ等による特別損失２億円を見込んでおり、当期純利益は８千万円を予想いたします。 

  

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２四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．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 286,366 450,904

受取手形及び売掛金 383,994 374,857

有価証券 20,000 20,000

半製品 19,794 12,812

原材料 71,463 116,686

貯蔵品 27,312 24,727

前払費用 105,572 107,376

繰延税金資産 36,709 36,709

未収入金 81,111 71,670

その他 16,391 18,305

貸倒引当金 △3,519 －

流動資産合計 1,045,195 1,234,050

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,528,718 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 727,867 722,809

土地 930,435 930,435

建設仮勘定 511 1,018

減価償却累計額 △3,584,769 △3,508,456

有形固定資産合計 2,869,670 2,970,688

無形固定資産   

のれん 428,396 540,152

その他 20,116 20,090

無形固定資産合計 448,513 560,243

投資その他の資産   

投資有価証券 51,057 51,563

長期預金 100,000 100,000

出資金 1,672 1,672

繰延税金資産 2,157 1,952

長期前払費用 25,994 30,990

敷金及び保証金 2,185,171 2,236,478

役員に対する保険積立金 17,487 16,998

その他 68,163 62,323

貸倒引当金 △4,800 －

投資その他の資産合計 2,446,905 2,501,980

固定資産合計 5,765,088 6,032,912

資産合計 6,810,284 7,266,962
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 346,967 460,740

短期借入金 130,000 130,000

1年内返済予定の長期借入金 666,160 705,420

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払金 276,314 357,339

未払費用 135,943 142,036

未払法人税等 46,982 147,299

預り金 73,612 78,754

未払消費税等 28,376 51,871

その他 651 28,060

流動負債合計 1,725,007 2,101,522

固定負債   

長期借入金 1,091,268 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 20,906 15,878

役員退職慰労引当金 37,767 34,107

長期預り保証金 66,940 62,790

その他 890 1,206

固定負債合計 1,365,646 1,424,724

負債合計 3,090,654 3,526,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,465,784 1,460,824

資本剰余金 1,425,506 1,420,546

利益剰余金 1,272,330 1,302,890

自己株式 △13,915 △13,769

株主資本合計 4,149,705 4,170,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,530 13,831

土地再評価差額金 △474,730 △474,730

評価・換算差額等合計 △461,199 △460,899

新株予約権 31,125 31,125

純資産合計 3,719,630 3,740,716

負債純資産合計 6,810,284 7,266,962
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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 4,361,681

売上原価 3,744,405

売上総利益 617,275

販売費及び一般管理費 526,363

営業利益 90,912

営業外収益  

受取利息 2,117

受取配当金 644

不動産賃貸料 34,193

その他 7,181

営業外収益合計 44,136

営業外費用  

支払利息 17,152

不動産賃貸費用 21,413

その他 3,601

営業外費用合計 42,167

経常利益 92,881

特別損失  

固定資産廃棄損 43,645

固定資産売却損 52

店舗閉鎖損失 22,902

その他 661

特別損失合計 67,262

税引前四半期純利益 25,619

法人税等 31,640

四半期純損失（△） △6,021
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,228,799

売上原価 1,878,767

売上総利益 350,032

販売費及び一般管理費 261,717

営業利益 88,314

営業外収益  

受取利息 1,179

受取配当金 644

不動産賃貸料 16,923

その他 4,714

営業外収益合計 23,460

営業外費用  

支払利息 8,487

不動産賃貸費用 10,973

その他 718

営業外費用合計 20,179

経常利益 91,595

特別損失  

固定資産廃棄損 27,087

店舗閉鎖損失 17,120

その他 661

特別損失合計 44,869

税引前四半期純利益 46,726

法人税等 29,094

四半期純利益 17,632
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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 25,619

減価償却費 149,693

のれん償却額 111,755

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,319

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,028

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,660

受取利息及び受取配当金 △2,761

支払利息 17,152

社債利息 319

有形固定資産売却損益（△は益） 52

有形固定資産廃棄損 43,645

売上債権の増減額（△は増加） △9,136

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,656

仕入債務の増減額（△は減少） △113,772

未払費用の増減額（△は減少） △6,334

未払金の増減額（△は減少） △82,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,494

その他 △11,287

小計 151,670

利息及び配当金の受取額 3,053

利息の支払額 △16,919

移転補償金の受取額 15,758

法人税等の支払額 △118,654

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,908

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 △125,007

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 7,379

敷金及び保証金の差入による支出 △32,461

敷金及び保証金の回収による収入 55,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,947

財務活動によるキャッシュ・フロー  

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 △390,860

社債の発行による収入 100,000

株式の発行による収入 9,920

自己株式の取得による支出 △145

配当金の支払額 △24,413

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,537

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 265,366
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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        4,471,542  100.0

Ⅱ 売上原価        3,752,423  83.9

売上総利益        719,119  16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        571,549  12.8

営業利益        147,569  3.3

Ⅳ 営業外収益        46,492  1.1

Ⅴ 営業外費用        43,919  1.0

経常利益        150,142  3.4

Ⅵ 特別利益        65,158  1.4

Ⅶ 特別損失        44,550  1.0

税引前中間純利益        170,750  3.8

法人税、住民税及び事業
税 

 106,680            

法人税等調整額  △18,882  87,798  1.9

中間純利益        82,952  1.9
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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  170,750

減価償却費  158,242

のれん償却費    111,755

貸倒引当金の増減額   832

退職金給付引当金の増減額   1,934

役員退職慰労金引当金の増減額   △2,657

新株予約権の増加額   7,285

受取利息及び受取配当金   △4,352

支払利息   19,572

社債利息   262

有形固定資産廃却損   27,077

有形固定資産売却損益   3,488

売上債権の増減額   17,076

棚卸資産の増減額   26,442

仕入債務の増減額   △34,593

未払費用の増減額   △1,936

その他   △87,811

小計  413,368

利息及び配当金の受取額   4,320

利息の支払額   △19,494

事務所移転補償金の受取額   36,256

法人税等の支払額   △31,874

営業活動によるキャッシュ・フロー  402,576

Ⅱ 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  △2,000

定期預金の払戻による収入   2,000

有形固定資産の取得による支出   △229,489

有形固定資産の売却による収入   1,578

無形固定資産の取得による支出   △36

店舗保証金等の差入による支出   △47,538

保証金等の償還・返還による収入   33,264

長期貸付金の返済による収入   20,923

長期貸付金による支出   △40,647

投資活動によるキャッシュ・フロー  △261,945

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金による収入   300,000

長期借入金の返済による支出   △392,800

社債の償還による支出   △200,000

自己株式の取得による支出   △697

配当金の支払額   △14,267

財務活動によるキャッシュ・フロー  △307,764

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △167,133

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  388,569

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  221,435
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