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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(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 ％

22年3月期第2四半期 27,780 ― 913 ― 898 ― 381 ―

21年2月期第2四半期 28,673 ― 1,085 ― 1,071 ― 286 ―

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2四半期 22.45 ―

21年2月期第2四半期 16.87 ―

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2四半期 36,084 18,329 50.8 1,079.97
21年2月期 35,423 18,142 51.2 1,068.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  18,329百万円 21年2月期  18,142百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
22年3月期 ― 12.00

22年3月期 
（予想）

― 12.00 24.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年3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  
 

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 59,505 ― 1,626 ― 1,522 ― 533 ― 31.45



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  無  

(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、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。 

(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、上記予想に関する事項は３ページをご参照ください。 
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。なお、第１四半期連結会
計期間（2009年３月１日から2009年５月31日まで）より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2008年８月
７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期第2四半期 17,268,273株 21年2月期  17,268,273株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  295,673株 21年2月期  295,673株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 16,972,600株 21年2月期第2四半期 16,972,600株



 当第２四半期連結累計期間（2009年３月１日から2009年８月31日まで）におけるわが国経済は、個人消費に持ち直

しの動きが見られ始めたものの、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念、雇用情勢の一層の悪化等により

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、雇用・所得環境の悪化などから、消費者マインドが低下し、依然として厳しい状況が続

いております。 

 このような状況のもと当社グループは、ゼンショーグループのマス・マーチャンダイジング・システムにより安全

な食材の確保に努め、質の高いサービスと安全でおいしい「食」を通じてお客様に豊かさと幸せを提供することに全

力で取り組むとともに、店舗従業員の教育強化によるサービス水準の向上に力を注いでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間末の店舗数につきましては、16店舗の新規出店（直営15店舗、ライセンシー１店舗）、

５店舗を閉店（直営５店舗）した結果、563店舗（直営479店舗、ライセンシー84店舗）となりました。 

 上記取り組みにより、新規出店によるココスブランドの強化と既存店の売上高の向上に努めてまいりましたが、消

費者マインドの低下等による影響を引き続き受けたことにより、既存店の売上高は前年を下回りました。しかしなが

ら、店舗作業の見直しによる労働生産性の改善や、食材の仕入原価の改善等によって利益確保に努め、当社グループ

の業績は以下の結果となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は277億80百万円、営業利益は９億13百万円、経常利益は８億

98百万円、四半期純利益は３億81百万円となりました。 

  

  

（１）資産 

  当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して６億61百万円増加し、360億84百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が増加したこと等によるものです。 

（２）負債 

 当第２四半期末の負債合計は前連結会計年度末と比較して４億74百万円増加し、177億54百万円となりま 

した。これは主に、買掛金が増加したこと等によるものです。 

（３）純資産 

  当第２四半期末の純資産合計は前連結会計年度末と比較して１億87百万円増加し、183億29百万円となり 

ました。これは主に、利益剰余金が増加したこと等によるものです。 

                       

 2010年３月期通期の連結業績予想（13ヶ月、2009年３月１日から2010年３月31日まで）につきましては、2009年５

月28日の「決算期（事業年度の末日）の変更に伴う、2010年３月期通期業績予想のお知らせ」で公表いたしました業

績予想に変更はございません。 

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

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。  

 なお、第１四半期連結会計期間（2009年３月1日から2009年５月31日まで）より、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2008年８月７日 内閣府令第50号）附則第

７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

② 従来、ライセンシーからの受取ロイヤルティ等については、営業収入の区分を設けて計上しておりました

が、第１四半期連結会計期間（2009年３月1日から2009年５月31日まで）より売上高の区分に含めて計上

し、営業収入の区分を廃止しております。これは、財務報告に係る内部統制評価制度の適用に伴い、親会社

である株式会社ゼンショーの会計処理と統一するためのものであります。 

 これにより、売上高が111,994千円増加し、売上総利益が同額増加しておりますが、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

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



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
(2009年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,009,079 2,379,437

売掛金 370,293 246,327

商品及び製品 97,421 87,496

原材料及び貯蔵品 281,418 270,986

短期貸付金 2,206,707 2,190,272

未収還付法人税等 － 165,478

その他 1,652,915 1,586,407

流動資産合計 7,617,836 6,926,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 32,888,208 32,465,963

減価償却累計額 △17,005,262 △16,460,381

建物及び構築物（純額） 15,882,945 16,005,582

機械装置及び運搬具 2,840,982 2,713,290

減価償却累計額 △1,706,640 △1,631,985

機械装置及び運搬具（純額） 1,134,342 1,081,304

その他 4,431,489 4,225,984

減価償却累計額 △1,967,444 △1,757,078

その他（純額） 2,464,044 2,468,905

有形固定資産合計 19,481,332 19,555,793

無形固定資産 839,776 934,793

投資その他の資産   

差入保証金 5,023,294 5,019,592

その他 3,126,860 2,990,889

貸倒引当金 △4,470 △4,470

投資その他の資産合計 8,145,685 8,006,011

固定資産合計 28,466,794 28,496,597

資産合計 36,084,631 35,423,004



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(2009年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2009年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,585,430 2,303,657

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 3,674,221 3,512,666

未払法人税等 447,139 17,399

賞与引当金 229,722 266,520

その他 2,914,106 2,742,352

流動負債合計 10,150,620 9,142,595

固定負債   

長期借入金 6,771,445 7,419,334

退職給付引当金 6,650 4,250

その他 826,016 713,990

固定負債合計 7,604,112 8,137,574

負債合計 17,754,732 17,280,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,198,904 3,198,904

資本剰余金 3,014,004 3,014,004

利益剰余金 12,539,133 12,361,720

自己株式 △428,439 △428,439

株主資本合計 18,323,602 18,146,189

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,295 △3,355

評価・換算差額等合計 6,295 △3,355

純資産合計 18,329,898 18,142,833

負債純資産合計 36,084,631 35,423,004



（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 2009年３月１日 
 至 2009年８月31日) 

売上高 27,780,301

売上原価 8,415,195

売上総利益 19,365,105

販売費及び一般管理費 18,451,656

営業利益 913,449

営業外収益  

受取利息 18,380

受取配当金 6,809

受取賃貸料 205,991

その他 27,690

営業外収益合計 258,872

営業外費用  

支払利息 89,540

賃貸費用 175,012

その他 9,214

営業外費用合計 273,767

経常利益 898,554

特別損失  

固定資産処分損 143,729

減損損失 108,249

その他 37,472

特別損失合計 289,452

税金等調整前四半期純利益 609,102

法人税、住民税及び事業税 386,254

法人税等調整額 △158,236

法人税等合計 228,018

四半期純利益 381,084



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 2009年６月１日 
 至 2009年８月31日) 

売上高 14,131,458

売上原価 4,270,257

売上総利益 9,861,201

販売費及び一般管理費 9,265,754

営業利益 595,447

営業外収益  

受取利息 17,005

受取配当金 4,670

受取賃貸料 103,203

その他 21,194

営業外収益合計 146,073

営業外費用  

支払利息 46,113

賃貸費用 87,687

その他 7,053

営業外費用合計 140,853

経常利益 600,667

特別損失  

固定資産処分損 4,230

減損損失 108,249

その他 21,030

特別損失合計 133,510

税金等調整前四半期純利益 467,157

法人税、住民税及び事業税 173,382

法人税等調整額 △57,680

法人税等合計 115,701

四半期純利益 351,455



（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 2009年３月１日 
 至 2009年８月31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 609,102

減価償却費 1,078,367

減損損失 108,249

のれん償却額 15,802

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,797

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,400

受取利息及び受取配当金 △25,190

支払利息 89,540

固定資産処分損益（△は益） 132,077

売上債権の増減額（△は増加） △123,966

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,357

仕入債務の増減額（△は減少） 281,772

その他 536,126

小計 2,647,124

利息及び配当金の受取額 9,883

利息の支払額 △84,074

法人税等の還付額 220,816

法人税等の支払額 △60,881

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,732,868

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 △965,975

無形固定資産の取得による支出 △12,617

長期前払費用の取得による支出 △25,884

差入保証金の差入による支出 △67,427

差入保証金の回収による収入 11,623

長期前払家賃の支出 △228,000

その他 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,288,203

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 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,786,333

リース債務の返済による支出 △112,521

配当金の支払額 △199,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △798,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 646,077

現金及び現金同等物の期首残高 4,569,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,215,787



 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。 

 なお、第１四半期連結会計期間（2009年３月１日から2009年５月31日まで）より、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2008年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号

のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自2009年３月１日 至2009年８月31日） 

 当社グループは飲食業を事業内容としており、外食事業単一のセグメントのため、事業の種類別セグメント

情報を記載しておりません。  

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自2009年３月１日 至2009年８月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自2009年３月１日 至2009年８月31日） 

 海外売上高がないため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）セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

b．所在地別セグメント情報

c．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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 2008年３月１日 
至 2008年８月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       28,673,952  100.0

Ⅱ 売上原価       8,773,943  30.6

売上総利益       19,900,008  69.4

Ⅲ 営業収入       113,879  0.4

営業総利益       20,013,887  69.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費       18,928,006  66.0

営業利益       1,085,881  3.8

Ⅴ 営業外収益                

１．受取利息  16,953           

２．受取配当金  8,012           

３．物流賃貸収入  103,267           

４．店舗賃貸収入  95,681           

５．その他  29,991  253,906  0.9

Ⅵ 営業外費用                

１．支払利息  84,111           

２．物流維持管理費  83,337           

３．転貸店舗維持管理費  93,370           

４．その他  7,062  267,882  1.0

経常利益       1,071,905  3.7

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産処分損  122,421           

２．賃貸物件解約損  6,271           

３．減損損失  215,704           

４．その他  926  345,324  1.2

税金等調整前中間純利益       726,581  2.5

法人税、住民税及び事業
税  427,015           

法人税等調整額  13,282  440,297  1.5

中間純利益       286,283  1.0
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