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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）平成20年12月期は、連結損益計算書は作成しておりませんので、平成20年12月期の連結経営成績、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

21年12月期第2四半期 10,445 ― 618 ― 569 ― 45 ―

20年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 1,007.10 1,005.53
20年12月期第2四半期 ― ―

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 14,473 2,526 17.4 55,867.26
20年12月期 14,938 2,587 17.3 57,235.49

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  2,518百万円 20年12月期  2,580百万円

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月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）平成20年12月期は、連結損益計算書を作成しておりませんので、平成20年12月期の対前年同四半期増減率および対前期増減率は記載しておりませ
ん。 

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 21,744 ― 1,302 ― 1,156 ― 205 ― 4,566.57
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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、3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、3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 

１．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、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 
２．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運用指針」（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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 45,080株 20年12月期  45,080株

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

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 45,080株 20年12月期第2四半期 45,078株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした急激な生産調整により一部の企業におい

ては生産数の下げ止まりが見られるものの、世界的な金融市場の混乱が実体経済にも波及して、経済の後退局面は続

いております。 

 外食業界におきましても、景気動向の先行き不透明感から外食を控える傾向に加え、新型インフルエンザの発生が

外出頻度の低下に繋がり、さらに厳しい経営環境となりました。 

 このような環境下で当社グループは、「大衆というカテゴリーで日本一の外食企業になる」というスローガンのも

と当第２四半期累計期間において「つるまる」を中心として13店舗を新規出店するとともに、既存店の再強化に全社

を挙げて注力しました。 

 「つるまる」に関しては、「谷町１丁目店」など新規での出店以外にも、「香芝かわら口店」など「まいどおおき

に食堂」の業態変更としても出店を進めており、好調な業績を維持しています。また「串家物語」の新たな出店戦略

として、郊外型店舗である「伊丹大鹿店」を出店し、当初の計画以上の業績を維持しております。 

 「まいどおおきに食堂」に関しては、大幅な組織変更を実施し、機動的なメニュー戦略による売上アップと組織力

強化による収益力アップを進めています。 

 ＦＣ事業においては、昨年より実施している独自の研修プログラムによる既存店の改善を進めると同時に、新たな

ＦＣ業態である「つるまる」の全国展開を視野にいれた加盟開発業務を行いました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益

百万円となりました。また、店舗閉鎖損及び減損損失等の特別損失4億31百万円を計上した結果、四半期純利益 百

万円となりました。当社グループでの平成21年６月末時点の店舗数は729店舗（直営店264店舗、ＦＣ店459店舗、海

外店6店舗）となりました。なお業態別店舗数は以下のとおりです。 

  

  

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は4億64百万円減少し、 百万円と

なりました。流動資産は前連結会計年度から39百万円増加し、固定資産は5億9百万減少しております。固定資産が減

少した主な理由は、減価償却の進行と店舗撤退により有形固定資産の建物、敷金・保証金等が減少したためでありま

す。 

 負債については、前連結会計年度末と比較して4億4百万円減少し、 百万円となりました。これは主に未払

金が減少したことによるものであります。 

 純資産については、配当金の支払いにより利益剰余金が減少し、 百万円となりました。 

  

(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・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが 百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが 百万円の

支出となり、この結果、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、連結会計年度末と比較して

百万円増加し、 百万円となりました。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るキャッシュ・フローは 百万円の増加となりました。主な要因

は、税金等調整前四半期純利益が1億56百万円になったこと及び非現金支出である減価償却費4億9百万円になったこ

とによるものであります。 

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

104億45 6億18 5億69

45

  直営店(国内) 直営店(海外) ＦＣ店 合計 

まいどおおきに食堂  129    3  404  536

神楽食堂 串家物語  30  －  21  51

手作り居酒屋 かっぽうぎ  23    －  32  55

浪花麺乃庄 つるまる  26  －  1  27

その他  56    3  1  60

合計  264  6  459  729

２．連結財政状態に関する定性的情報

144億73

119億46

25億26

7億15

2億78 2億9

2億31

34億31

7億15
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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るキャッシュ・フローは 百万円の減少となりました。主な要因

は、直営店の新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出2億19百万円になっ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２四半期累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の減少となりました。主な要因

は、長短借入金及び社債の発行による収入が15億35百万円、長短借入金の返済、割賦未払金による支出が16億55百万

円、配当金の支払が89百万円によるものであります。  

  

  

 平成21年12月期の通期業績予想につきましては、平成21年２月16日に発表致しました数値から変更はなく、売上高

217億44百万円、営業利益13億2百万円、経常利益11億56百万円、当期純利益2億5百万円を見込んでおります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

①固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却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定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等および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ため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックスプラ

ンニングを利用する方法により算定しております。 

③税金費用 

 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する方法としております。 

 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価

基準については、原価法から原価法（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。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準第16号）を当第１四半期から適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上することにしております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。  

2億78

2億9

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

（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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,745,364 3,513,620 

売掛金 412,436 419,314 

たな卸資産 97,474 93,755 

繰延税金資産 349,645 349,645 

その他 854,112 1,035,433 

貸倒引当金 △41,460 △33,546 

流動資産合計 5,417,572 5,378,223 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,825,447 5,971,932 

減価償却累計額 △1,962,197 △1,807,362 

減損損失累計額 △156,357 △179,660 

建物及び構築物（純額） 3,706,892 3,984,908 

工具、器具及び備品 1,854,057 1,855,490 

減価償却累計額 △1,225,212 △1,124,223 

減損損失累計額 △15,408 △19,721 

工具、器具及び備品（純額） 613,435 711,546 

土地 137,272 137,272 

建設仮勘定 46,833 23,000 

その他 67,598 41,902 

減価償却累計額 △31,664 △29,690 

その他（純額） 35,934 12,212 

有形固定資産合計 4,540,367 4,868,939 

無形固定資産 47,467 56,477 

投資その他の資産   

投資有価証券 305,250 346,051 

繰延税金資産 397,754 390,281 

敷金及び保証金 3,205,108 3,334,646 

その他 777,506 787,784 

貸倒引当金 △240,553 △241,841 

投資その他の資産合計 4,445,066 4,616,922 

固定資産合計 9,032,901 9,542,339 

繰延資産 23,121 17,920 

資産合計 14,473,595 14,938,483 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 788,512 886,035 

短期借入金 295,000 150,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,452,284 2,362,705 

未払金 1,004,559 1,275,949 

未払法人税等 127,360 53,683 

その他 1,030,727 1,103,765 

流動負債合計 5,698,444 5,832,139 

固定負債   

社債 690,000 360,000 

長期借入金 4,561,668 4,976,986 

その他 996,545 1,182,217 

固定負債合計 6,248,214 6,519,203 

負債合計 11,946,658 12,351,343 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,155,692 1,155,692 

資本剰余金 1,035,439 1,035,439 

利益剰余金 384,400 429,159 

株主資本合計 2,575,532 2,620,292 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63,942 △45,243 

為替換算調整勘定 6,906 5,127 

評価・換算差額等合計 △57,036 △40,115 

新株予約権 5,271 4,022 

少数株主持分 3,169 2,941 

純資産合計 2,526,937 2,587,140 

負債純資産合計 14,473,595 14,938,483 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 10,445,244

売上原価 3,436,487

売上総利益 7,008,756

販売費及び一般管理費 6,390,469

営業利益 618,287

営業外収益  

受取利息 1,951

受取家賃 87,360

その他 24,455

営業外収益合計 113,768

営業外費用  

支払利息 84,273

社債利息 6,974

賃貸収入原価 64,354

その他 6,806

営業外費用合計 162,409

経常利益 569,646

特別利益  

受取和解金 17,798

貸倒引当金戻入額 778

特別利益合計 18,576

特別損失  

店舗閉鎖損失 247,807

減損損失 28,924

その他 155,083

特別損失合計 431,816

税金等調整前四半期純利益 156,406

法人税等 110,778

少数株主利益 228

四半期純利益 45,400
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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２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 156,406

減価償却費 409,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,624

受取利息及び受取配当金 △3,197

支払利息 84,371

社債利息 6,974

株式交付費償却 1,338

社債発行費償却 1,563

店舗閉鎖損失 247,807

減損損失 28,924

売上債権の増減額（△は増加） 11,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,689

仕入債務の増減額（△は減少） △97,806

預け金の増減額(△は増加） 48,169

未収入金の増減額（△は増加） 113,818

立替金の増減額（△は増加） △10,442

前渡金の増減額（△は増加） 18,784

未払金の増減額（△は減少） △134,776

前受金の増減額（△は減少） △10,500

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,218

その他 △26,505

小計 870,279

利息及び配当金の受取額 3,197

利息の支払額 △88,687

支払解決金の支払額 △37,550

法人税等の支払額 △31,828

営業活動によるキャッシュ・フロー 715,411

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 △75,582

定期預金の払戻による収入 75,504

有形固定資産の取得による支出 △219,270

固定資産の除却による支出 △100,521

貸付けによる支出 △47,400

貸付金の回収による収入 17,802

長期前払費用の増減額(△は減少） △5,010

敷金及び保証金の差入による支出 △44,085

敷金及び保証金の回収による収入 121,335

その他 △789

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,017
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（単位：千円）

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

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） 145,000

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,230,772

社債の発行による収入 490,460

社債の償還による支出 △145,000

割賦債務の返済による支出 △279,556

配当金の支払額 △89,026

その他 △739

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 231,665

現金及び現金同等物の期首残高 3,200,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,431,781

9

㈱フジオフードシステム (2752) 平成21年12月期 第２四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

内部管理上採用している事業別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

直営事業 当社直営店舗における売上高及び営業利益 

ＦＣ事業 当社フランチャイズ店舗より受領する加盟金、ロイヤリティ、店舗運営に必要な設備・備

品などの売上高及び営業利益 

３．「四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を適用してお

ります。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）  

 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高が、連結売上の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 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〕

     
直営事業
（千円） 

ＦＣ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  9,347,744  1,097,500  10,445,244  －  10,445,244

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  9,347,744  1,097,500  10,445,244  －  10,445,244

 営業利益  426,806  613,948  1,040,754 △422,466  618,287

〔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

10

㈱フジオフードシステム (2752) 平成21年12月期 第２四半期決算短信



「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表 

 当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、「参考資料」は前中間期に係

る個別の中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書を記載しております。 

（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   10,663,481  100.0

Ⅱ 売上原価   3,636,118  34.1

売上総利益   7,027,363  65.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,544,742  61.4

営業利益   482,621  4.5

Ⅳ 営業外収益   114,757  1.1

Ⅴ 営業外費用   180,731  1.7

経常利益   416,647  3.9

Ⅵ 特別利益   6,212  0.0

Ⅶ 特別損失   1,485,873  13.9

税金等調整前中間純損失
（△） 

 △1,063,013 △10.0

法人税、住民税及び事業
税 

 31,343 △3.2

法人税等調整額  △374,422 △343,079 △3.2

中間純損失（△）  △719,934 △6.8
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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（当期）純利益
又は中間純損失（△） 

△1,063,013

減価償却費  474,737

貸倒引当金の増加額  
（△減少額） 

△530

受取利息及び受取配当金 △3,540

支払利息  89,665

社債利息  6,452

株式交付費償却  1,606

社債発行費償却  768

店舗解約損  517,893

減損損失  50,656

投資有価証券評価損  26,220

長期前払費用償却  205,000

売上債権の減少額   
（△減少額）  178,825

たな卸資産の減少額   
（△増加額）  10,440

仕入債務の増加額   
（△減少額） 

△124,226

預け金の減少額    
（△増加額）  59,828

未収入金の減少額   
（△増加額） 

△25,092

前渡金の減少額    
（△増加額）  20,668

未払金の増加額    
（△減少額）  687,681

前受金の増加額    
（△減少額） 

△84,113

未払消費税等の増加額   
（△減少額） 

△88,981

その他 △30,827

小計  910,119

利息及び配当金の受取額  3,540

利息の支払額 △100,234

法人税等の支払額 △88,196

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  725,228
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前年中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

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 △115,492

定期預金の払戻による収入                  191,467

有形固定資産の取得による
支出 

△241,040

無形固定資産の取得による
支出 

△500

固定資産の除却による支出 △147,989

投資有価証券の償還による
収入  10,000

貸付による支出 △11,250

貸付金の回収による収入  9,253

敷金・保証金の支払額 △144,241

敷金・保証金の返還による
収入  65,352

その他 △3,131

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△387,572

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

長期借入による収入  1,700,000

長期借入金の返済による支
出 

△1,392,605

社債の償還による支出 △145,000

株式の発行による収入  417

割賦購入未払金の返済によ
る支出 

△299,730

配当金の支払額 △89,417

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△226,336

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  111,320

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,923,209

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  3,034,529
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