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1.  平成22年5月期第1四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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 9,747 △2.1 855 △12.0 919 △9.5 355 34.4
21年5月期第1四半期 9,952 ― 971 ― 1,016 ― 264 ―

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 22.26 ―

21年5月期第1四半期 16.56 ―

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 28,270 18,344 64.9 1,149.20
21年5月期 28,836 18,569 64.4 1,163.27

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  18,344百万円 21年5月期  18,569百万円

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 ― ― ― 37.00 37.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

― ― 37.00 37.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

19,800 1.0 1,770 △4.8 1,840 △4.8 700 △7.0 43.85

通期 40,300 3.2 3,890 9.3 4,040 9.5 1,790 9.9 112.13
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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  無  

(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） 

(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5月期第1四半期 15,963,000株 21年5月期  15,963,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  50株 21年5月期  50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 15,962,950株 21年5月期第1四半期 15,963,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
等について、４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１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の進展や中国向け輸出の回復、政府の景気対策の効

果などにより、一部では景気の底入れを示す指標も見られましたが、先行きへの不透明感も強く、依然として厳しい

状況が続きました。 

 こうした状況の中、当社といたしましては、「既存店売上強化」を最重要課題として、「宅配の取り組み強化」、

「ニュータイプ店舗への改装」、「期間限定メニューの投入」などの営業施策を引き続き推進したほか、各店舗の活

性化に向けた取り組みとして、個店別の営業施策を積極的に展開する「ストアレベルマーケティング」に新たに取り

組んでまいりました。 

 まず、宅配の取り組み強化として、当第１四半期期間中に宅配取り扱い店舗数を26店舗増やし、651店舗（国内CoCo

壱番屋の56.9％）といたしました。 

 ニュータイプ店舗への改装につきましては、21店舗で改装を実施し、新規出店と合わせて、平成21年８月末時点

で、国内CoCo壱番屋の56.6％にあたる647店舗がニュータイプ店舗となりました。 

 メニュー面では、夏の定番メニューである「チキンと夏野菜カレー」や「トマトアスパラカレー」を期間限定メニ

ューとして投入したほか、ボリューム満点の「トンテキカレー」などを投入いたしました。「チキンと夏野菜カレ

ー」は、３ヵ月間の販売期間中に159万食を販売し大変ご好評いただきました。 

 また、当事業年度より、新たな営業施策として、各店舗が主体性を発揮し、自分達で考えた店舗独自の販促方法や

オリジナルメニューの導入を推進する「ストアレベルマーケティング」を開始いたしました。具体的な事例といたし

ましては、主に大学周辺の店舗などで、学生向けにワンコイン（500円）で食べられる「学割満腹カレー」を販売した

こと、東京下町のご当地メニューとして「東京もんじゃカレー」を東京の一部の店舗で販売したこと、などでありま

す。 

 これらの施策に精力的に取り組んできましたが、当第１四半期会計期間における店舗売上高は、全店ベースで前年

同期比1.9％減、既存店ベースで同4.1％減となりました。 
  
「月別店舗売上高推移表（国内）」                        （前年同月比増減率、％） 

  
 当第１四半期会計期間における出店状況は、国内では、新規出店６店舗、退店１店舗となった結果、５店舗の純増

となり、平成21年８月末の国内店舗数は1,181店舗となりました。 

 海外につきましては、タイに１店舗出店いたしましたが、中国で１店舗の退店があったため、平成21年８月末の海

外店舗数は、29店舗と前期末からの変動はありませんでした。 
  
 国内業態別・海外エリア別の出店状況につきましては、以下のとおりであります。 

「出店状況」                                            (店) 

（※）1.CoCo壱番屋におきましては、直営店からFC店への譲渡を２店舗、FC店から直営店への譲受を１店舗実施して 

   おります。 

   2.海外につきましては、すべてCoCo壱番屋の出店であります。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  ６月 ７月 ８月 当第１四半期累計 

    全店売上高 △ 0.4 0.0  △ 5.0 △ 1.9

  

既存店売上高 △ 3.0 △ 2.3  △ 6.7 △ 4.1

客   数 △ 5.3 △ 4.1  △ 7.9 △ 5.8

客単価 2.4 1.9  1.3 1.9

  
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成21年8月末店舗数

  内直営   内直営 ①-② 内直営   内直営 

国

内 

CoCo壱番屋（※）  4 3 1 － 3  2  1,144 259

パスタ・デ・ココ  2 2 － － 2  2  29 28

麺屋ここいち － － － － － －  7 7

粥茶寮kassai － － － － － －  1 1

  小計  6 5 1 － 5  4  1,181 295

海

外 

米国（ハワイ） － － － － － －  4 －

中国 － － 1 － △ 1 －  12 －

台湾 － － － － － －  5 －

韓国 － － － － － －  3 －

タイ  1 － － － 1 －  5 －

  小計  1 － 1 － 0 －  29 －

合 計  7 5 2 － 5  4  1,210 295
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 こうした結果、当第１四半期会計期間の売上高は97億47百万円（前年同期比2.1％減）となりました。 

 利益面につきましては、既存店の売上高が低調に推移したことなどから、営業利益は８億55百万円（同12.0％

減）、経常利益は９億19百万円（同9.5％減）と減益となりましたが、四半期純利益は、減損損失の減少（同89百万円

減）などもあり、３億55百万円（同34.4％増）と増益となりました。 

  

  

 当第１四半期会計期間末の総資産は、282億70百万円で前事業年度末比５億66百万円の減少となりました。これは

主に現金及び預金の減少や、有形固定資産が減損損失の計上により減少したことなどによるものであります。負債に

つきましては前事業年度末比３億41百万円の減少となりました。これは主に借入金が89百万円減少したことなどによ

るものであります。 

 また、当第１四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが、税引前四半期純利

益６億60百万円の計上、減損損失３億４百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払７億88百万円があ

ったことなどにより５億50百万円の増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得に

よる支出２億31百万円などにより１億80百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返

済による支出10億円や配当金の支払額５億90百万円があった一方で、短期借入れによる収入10億円があったことなど

により７億１百万円減少しました。この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比３億

31百万円減少し、53億69百万円となりました。 

  

  

  

 平成22年５月期の業績予想につきましては、平成21年７月６日に公表いたしました業績予想に変更ありません。 

  

 １.簡便な会計処理 

   該当事項はありません。 

 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。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

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

（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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,369,254 5,700,873

売掛金 2,192,587 2,061,916

商品及び製品 339,308 346,661

仕掛品 12,481 13,756

原材料及び貯蔵品 179,874 176,486

繰延税金資産 109,812 195,153

その他 470,122 436,562

貸倒引当金 △159 △685

流動資産合計 8,673,283 8,930,725

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,884,349 6,100,265

構築物（純額） 497,368 500,684

機械及び装置（純額） 575,792 605,625

車両運搬具（純額） 932 1,062

工具、器具及び備品（純額） 279,075 282,000

土地 6,060,751 6,060,751

リース資産（純額） 432,914 410,282

建設仮勘定 398 72,134

有形固定資産合計 13,731,581 14,032,807

無形固定資産 200,195 207,999

投資その他の資産   

投資有価証券 1,660,835 1,642,800

繰延税金資産 835,031 714,381

差入保証金 2,690,230 2,762,856

その他 591,720 615,264

貸倒引当金 △112,362 △70,280

投資その他の資産合計 5,665,455 5,665,021

固定資産合計 19,597,232 19,905,828

資産合計 28,270,515 28,836,553
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,038,529 1,932,877

短期借入金 2,000,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 299,800 314,800

未払金 1,083,134 989,901

未払法人税等 364,031 821,234

賞与引当金 113,856 225,673

その他 499,918 415,649

流動負債合計 6,399,270 6,700,135

固定負債   

長期借入金 367,950 442,900

リース債務 376,913 358,081

退職給付引当金 302,002 288,075

債務保証損失引当金 7,400 －

長期預り保証金 2,250,609 2,257,921

その他 221,779 220,268

固定負債合計 3,526,655 3,567,246

負債合計 9,925,925 10,267,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,270 1,503,270

資本剰余金 1,388,470 1,388,470

利益剰余金 15,477,390 15,712,728

自己株式 △101 △101

株主資本合計 18,369,029 18,604,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,439 △35,195

評価・換算差額等合計 △24,439 △35,195

純資産合計 18,344,589 18,569,171

負債純資産合計 28,270,515 28,836,553

㈱壱番屋　（7630）　平成22年5月期第1四半期決算短信

－6－



（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 9,952,104 9,747,915

売上原価 5,087,895 4,987,089

売上総利益 4,864,209 4,760,826

販売費及び一般管理費 3,892,216 3,905,676

営業利益 971,992 855,149

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,316 19,849

受取家賃 116,539 118,707

その他 16,249 39,216

営業外収益合計 155,104 177,774

営業外費用   

支払利息 10,771 10,509

賃貸費用 91,829 100,224

その他 7,935 2,256

営業外費用合計 110,536 112,990

経常利益 1,016,561 919,932

特別利益   

店舗売却益 17,122 3,937

受取補償金 25,735 －

受取和解金 － 86,454

その他 23 －

特別利益合計 42,880 90,392

特別損失   

固定資産除却損 26,630 18,151

減損損失 393,631 304,156

その他 15,823 27,296

特別損失合計 436,085 349,604

税引前四半期純利益 623,356 660,720

法人税、住民税及び事業税 352,178 348,018

法人税等調整額 6,828 △42,589

法人税等合計 359,006 305,428

四半期純利益 264,350 355,291
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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 623,356 660,720

減価償却費 199,946 241,146

減損損失 393,631 304,156

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,370 △111,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,018 13,926

受取利息及び受取配当金 △22,316 △19,849

支払利息 10,771 10,509

売上債権の増減額（△は増加） △225,274 △130,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,005 5,239

仕入債務の増減額（△は減少） 146,221 105,651

その他 211,661 249,401

小計 1,284,652 1,328,415

利息及び配当金の受取額 22,094 19,851

利息の支払額 △8,569 △9,671

法人税等の支払額 △866,763 △788,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 431,414 550,544

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 △407,179 △231,864

店舗売却による収入 138,021 51,508

出資金の払込による支出 △60,310 －

その他 △5,003 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △334,471 △180,335

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 － 1,000,000

短期借入金の返済による支出 － △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △89,950 △89,950

配当金の支払額 △590,631 △590,629

その他 － △21,248

財務活動によるキャッシュ・フロー △680,581 △701,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △583,637 △331,618

現金及び現金同等物の期首残高 4,959,634 5,700,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,375,996 5,369,254
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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