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1.  平成22年5月期第1四半期の業績（平成21年5月16日～平成21年8月15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5月期第1四半期 3,970 10.8 225 321.5 228 216.4 125 173.9
21年5月期第1四半期 3,583 ― 53 ― 72 ― 45 ―

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5月期第1四半期 861.69 ―

21年5月期第1四半期 314.60 ―

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5月期第1四半期 5,631 3,050 54.2 21,011.25
21年5月期 5,399 2,964 54.9 20,419.98

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  3,050百万円 21年5月期  2,964百万円

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5月期 ― ― ― 270.00 270.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

― ― 270.00 270.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年5月16日～平成22年5月15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

7,700 6.1 290 65.8 330 52.5 160 42.6 1,102.11

通期 16,000 6.0 710 9.5 740 6.3 360 6.0 2,479.75
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表】 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、３ページ【定性的情報・財務諸表】 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 145,180株 21年5月期  145,180株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  4株 21年5月期  4株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第1四半期 145,176株 21年5月期第1四半期 145,176株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業務予想のご利用に当たっての注意事項等については、３
ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気の減速、急激な円高の進行等を背景とした企

業業績の悪化や低調な個人消費が続くなど、依然として景気後退が続いております。 

外食産業におきましては、ボーナスカットなどによる所得不安を抱える消費者の生活防衛意識の高まりか

ら、ますます外食を手控える傾向が一段と鮮明となり、厳しい環境で推移しております。 

 このような状況の中、当社は経営理念に掲げる「私達の真心を提供しお客様の『感謝と喜び』を頂くことを私

達の使命と致します。」を徹底するとともに、食の安全・安心に加え、「より良質な食材をより安く、よりおい

しく」というお客様の嗜好に対応するためメニュー開発に取り組み、また仕入ルートの新規開拓を行う等、「銚

子丸ブランド」の一層の強化に努めました。 

店舗開発につきましては市場規模ならびに顧客ニーズを勘案し、埼玉県下で13店舗目となる上尾店（平成21

年７月）を新規に出店し、当第１四半期会計期間末の店舗数は66店舗となりました。 

販売促進・商品開発につきましては、「初夏の旬！北海味めぐり」「番屋の夏祭り」「夏の銚子丸」等、時

節の旬の食材によるイベント開催に加え、サイドメニューの充実を目的とした「銚子名物！いわし祭り」を展開

し、お客様の来店動機の高揚に努めてまいりました。 

 以上の結果、売上高39億70百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益２億25百万円（同321.5％増）、経常利

益２億28百万円（同216.4％増）、四半期純利益１億25百万円（同173.9％増）、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における資産合計は、前期末に比較して２億31百万円増加の56億31百万円となりまし

た。  

 増加した主な内訳は現金及び預金２億13百万円の増加、有形固定資産13百万円の増加によるものです。 

 次に負債合計は、前期末に比較して１億45百万円増加の25億81百万円となりました。増加した主な内訳は短期

借入金２億39百万円の増加、買掛金１億５百万円の減少によるものです。 

 純資産については、前期末に比較して85百万円増加の30億50百万円となりました。増加した主な内訳は利益剰

余金85百万円の増加によるものです。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間末における自己資本比率は54.2％、１株当たり純資産額は21,011円25銭と

なりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会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、前事業年度末と比較し

て、２億12百万円増加し、21億39百万円となりました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次の通り

です。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

 営業活動の結果得られた資金は、71百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益２億28百万円、減

価償却費46百万円による資金の獲得があった一方で、仕入債務の減少額１億５百万円、法人税等の支払額１億22

百万円による資金の使用があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動の結果、使用した資金は64百万円となりました。これは、新規出店に伴う設備投資による支出40百万

円、敷金及び保証金の差入による支出20百万円があったこと等によるものです。   

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 財務活動の結果得られた資金は、２億６百万円となりました。これは、納税のため短期の借入３億円を調達し

ましたが、一方短期借入金の返済による支出60百万円、配当金の支払額28百万円による資金の使用があったこと

等によるものです。 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と

異なる可能性があります。 

なお、業績予想数値につきましては、平成21年６月29日公表の平成22年５月期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

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
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１．簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四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合計に含めて表示しております。  

  

・税金費用の計算方法の変更 

 従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき年度

決算と同様の方法により計算をしておりましたが、四半期会計期間の税引前当期純利益に対する税金費用を平準

化させること、及び四半期決算における迅速性に対応するため、当四半期会計期間から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

計算する方法に変更しております。 

 この結果、当第１四半期会計期間の法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は103,181千円とな 

り、従来の方法によった場合、法人税、住民税及び事業税は84,855千円、法人税等調整額は16,384千円となる 

ため、比較すると、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計は1,941千円増加し、四半期純利益は 

1,941千円減少しております。  

（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８月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,575,034 2,361,307

売掛金 14,035 8,278

原材料及び貯蔵品 178,467 206,654

その他 186,980 169,508

流動資産合計 2,954,518 2,745,749

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 920,598 918,626

その他（純額） 428,766 417,509

有形固定資産合計 1,349,364 1,336,136

無形固定資産 13,974 12,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 553,270 686,799

建設協力金 488,314 355,129

その他 274,037 265,667

貸倒引当金 △2,120 △2,120

投資その他の資産合計 1,313,501 1,305,476

固定資産合計 2,676,840 2,654,112

資産合計 5,631,358 5,399,861

負債の部   

流動負債   

買掛金 692,051 797,161

短期借入金 300,750 61,125

未払金 765,697 690,748

未払法人税等 112,409 150,155

引当金   

賞与引当金 15,925 74,120

その他の引当金 10,978 14,612

引当金計 26,903 88,732

その他 225,672 191,611

流動負債合計 2,123,483 1,979,533

固定負債   

長期未払金 359,700 359,700

その他 97,846 96,136

固定負債合計 457,546 455,836

負債合計 2,581,029 2,435,370
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年８月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 2,497,715 2,411,816

自己株式 △176 △176

株主資本合計 3,050,319 2,964,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 71

評価・換算差額等合計 9 71

純資産合計 3,050,328 2,964,491

負債純資産合計 5,631,358 5,399,861
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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５月16日 
 至 平成20年８月15日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成21年８月15日) 

売上高 3,583,673 3,970,106

売上原価 1,557,246 1,671,117

売上総利益 2,026,426 2,298,989

販売費及び一般管理費 1,972,820 2,073,057

営業利益 53,606 225,931

営業外収益   

受取利息 2,436 1,945

協賛金収入 16,076 1,633

その他 1,060 946

営業外収益合計 19,574 4,525

営業外費用   

支払利息 501 906

現金過不足 513 1,121

その他 25 150

営業外費用合計 1,040 2,179

経常利益 72,140 228,278

特別利益   

賞与引当金戻入額 16,665 －

特別利益合計 16,665 －

税引前四半期純利益 88,805 228,278

法人税、住民税及び事業税 37,001 －

法人税等調整額 6,131 －

法人税等合計 43,133 103,181

四半期純利益 45,671 125,096
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（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５月16日 
 至 平成20年８月15日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成21年８月15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 88,805 228,278

減価償却費 43,103 46,443

のれん償却額 1,400 －

建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 11,396 11,283

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,210 △58,195

受取利息及び受取配当金 △2,449 △1,954

支払利息 322 906

社債利息 203 －

売上債権の増減額（△は増加） 173 △5,756

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,485 28,186

仕入債務の増減額（△は減少） △81,255 △105,109

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,885 14,837

その他 143,159 33,865

小計 187,049 192,785

利息及び配当金の受取額 2,154 1,673

利息の支払額 △446 △1,036

法人税等の支払額 △174,223 △122,166

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,534 71,255

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 △321,145 △322,173

定期預金の払戻による収入 320,118 321,145

有形固定資産の取得による支出 △182,322 △40,630

無形固定資産の取得による支出 △2,462 △3,069

敷金及び保証金の差入による支出 △107,566 △20,020

敷金及び保証金の回収による収入 80 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △293,298 △64,746

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 220,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △22,000 △60,000

長期借入金の返済による支出 △37,880 △375

リース債務の返済による支出 － △5,187

配当金の支払額 △33,831 △28,246

財務活動によるキャッシュ・フロー 126,288 206,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,475 212,699

現金及び現金同等物の期首残高 1,718,634 1,926,415

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,566,158 2,139,115

㈱銚子丸　(3075)　平成22年５月期　第１四半期決算短信(非連結)

8



 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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