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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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 ％

21年12月期第3四半期 6,986 ― 81 ― 59 ― △48 ―

20年12月期第3四半期 7,250 ― 17 ― 7 ― △66 ―

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3四半期 △7,017.77 ―

20年12月期第3四半期 △9,509.29 ―

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3四半期 4,770 749 15.7 107,679.48
20年12月期 5,264 833 15.8 119,697.24

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  749百万円 20年12月期  833百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

5,000.00 5,000.00

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  有  
平成２１年10月30日の業績予想に関するお知らせにて開示しております。 

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 9,300 △5.3 150 151.2 120 127.7 △70 ― △10,057.47
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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3四半期 6,960株 20年12月期  6,960株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 6,960株 20年12月期第3四半期 6,960株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記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、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３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」をご参照下さい。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、輸出・生産の持ち直し、政府の景気対策で一部に回復の兆しが見

られるものの、世界的な金融危機や雇用情勢に改善が見られず、先行き不透明な状況が続いています。 

外食産業におきましては、景気低迷や雇用不安から消費者の生活防衛意識が高まり、外食を手控える状況が続いて

おり、依然、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社におきましては営業面では、新しい試みとしてカレー味を取り入れた「夏天丼」や「天

盛坦々うどん」、きのこなど秋食材を使用した「秋の得天丼」、今春好評だった国産野菜のみを使用した天丼の第２

弾「秋の国産野菜天丼」等の季節の天丼を販売しました。また、創業20周年キャンペーンとして、60歳以上の方を対

象に50円割引券10枚をセットにした「シルバーチケット」の配布を行いました。 

上記施策により売上・客数の向上に努めてまいりましたが、既存店売上高は前年比95.3％となりました。 

店舗展開につきましては、不採算店等７店を閉鎖した結果、直営店店舗数は117店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は 6,986,096千円（内ロイヤリティー等収入12,707千円）、営

業利益81,262千円、経常利益は59,510千円となりました。しかしながら特別損失として104,677千円（貸倒引当金繰

入額64,825千円、減損損失21,637千円、固定資産除却損等18,215千円）を計上したことにより48,843千円の四半期純

損失となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期における総資産は、前事業年度末に比べ494,342千円減少し4,770,546千円となりました。この主

な要因は流動資産で63,573千円、固定資産で430,769千円減少したこと等によるものです。   

負債につきましては、前事業年度末に比べ410,699千円減少し4,021,097千円となりました。この主な要因は、

流動負債が329,889千円、固定負債が80,809千円減少したことによるものです。  

純資産につきましては、83,643千円減少して749,449千円になりました。この主な要因は、利益剰余金が

83,643千円減少したことによるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累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、前事業年度末に比べ

43,953千円減少し180,073千円となりました。当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況につきまして

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） 

営業活動の結果得られた資金は79,125千円となりました。これは主に税引前四半期純損失45,167千円及び減価

償却費158,219千円、引当金の増加額126,913千円、仕入債務の減少95,495千円を計上したこと等によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は72,933千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出48,612千

円、差入保証金の回収による収入138,343千円を計上したこと等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）  

財務活動の結果使用した資金は196,012千円となりました。これは主に長期借り入れによる収入が1,000,000千

円ありましたが、長期借入金の約定返済が945,701千円、短期借入金の返済が210,000千円あったこと等によるも

のであります。 

  今後も厳しい経済状況、経営環境が続くと想定されますが、引き続き客数の増加を図るための販促、価値ある商品

の開発に注力するとともに経費節減を継続的に行ってまいります。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10月30日に開示しました「特別損失の発生並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、売上高

9,300,000千円、営業利益150,000千円、経常利益120,000千円、当期純損失70,000千円に修正いたしました。  

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
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① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ

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ため、前事業年度末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。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用   

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。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

商品については、従来、最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、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、最終仕入原価法による原価法（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）に

より算定しております。これによる損益への影響はありません。   

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３四半期会計期間末 
(平成21年９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 180,073 224,027

営業未収入金 87,232 128,226

商品 22,374 35,901

繰延税金資産 70,799 29,478

その他 132,917 139,402

貸倒引当金 △149 △216

流動資産合計 493,248 556,821

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,287,269 1,449,397

機械及び装置（純額） 11,295 14,449

工具、器具及び備品（純額） 14,360 20,898

建設仮勘定 12,694 －

有形固定資産合計 1,325,619 1,484,745

無形固定資産 9,772 10,926

投資その他の資産   

繰延税金資産 312,281 349,083

差入保証金 2,595,091 2,817,256

その他 103,726 50,425

貸倒引当金 △69,193 △4,368

投資その他の資産合計 2,941,906 3,212,396

固定資産合計 4,277,298 4,708,068

資産合計 4,770,546 5,264,889
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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   

買掛金 238,881 334,377

短期借入金 390,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,171,498 1,085,608

未払金 120,709 226,053

未払法人税等 12,967 16,724

賞与引当金 53,012 －

その他 271,536 325,732

流動負債合計 2,258,605 2,588,495

固定負債   

長期借入金 1,433,510 1,465,101

退職給付引当金 255,140 245,997

その他 73,841 132,203

固定負債合計 1,762,491 1,843,301

負債合計 4,021,097 4,431,796

純資産の部   

株主資本   

資本金 433,800 433,800

資本剰余金 191,120 191,120

利益剰余金 124,529 208,172

株主資本合計 749,449 833,092

純資産合計 749,449 833,092

負債純資産合計 4,770,546 5,264,889
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,986,096

売上原価 2,105,931

売上総利益 4,880,164

販売費及び一般管理費 4,798,902

営業利益 81,262

営業外収益  

受取利息 984

協賛金収入 3,868

不動産賃貸料 2,880

その他 10,525

営業外収益合計 18,257

営業外費用  

支払利息 38,060

その他 1,949

営業外費用合計 40,010

経常利益 59,510

特別損失  

固定資産除却損 16,754

減損損失 21,637

貸倒引当金繰入額 64,825

その他 1,461

特別損失合計 104,677

税引前四半期純損失（△） △45,167

法人税、住民税及び事業税 8,195

法人税等調整額 △4,519

法人税等合計 3,675

四半期純損失（△） △48,843
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △45,167

減価償却費 158,219

減損損失 21,637

長期前払費用償却額 17,158

引当金の増減額（△は減少） 126,913

受取利息 △984

支払利息 38,060

有形固定資産除却損 16,754

売上債権の増減額（△は増加） 40,994

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,735

仕入債務の増減額（△は減少） △95,495

その他 △174,170

小計 118,656

利息の受取額 806

利息の支払額 △38,501

法人税等の還付額 3,054

法人税等の支払額 △4,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,125

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 △48,612

差入保証金の差入による支出 △6,430

差入保証金の回収による収入 138,343

その他 △10,367

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,933

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） △210,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △945,701

配当金の支払額 △34,921

その他 △5,389

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,953

現金及び現金同等物の期首残高 224,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 180,073
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 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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,250,751

Ⅱ 売上原価  2,188,847

売上総利益  5,061,904

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,044,436

営業利益  17,468

Ⅳ 営業外収益  31,638

Ⅴ 営業外費用  41,268

経常利益  7,838

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  90,980

税引前四半期純損失（△） △83,141

法人税、住民税及び事業税  8,373

法人税等調整額 △25,330

四半期純損失（△） △66,184
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前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純損失 △83,141

減価償却費   189,220

減損損失   44,215

長期前払費用償却   29,770

退職給付引当金の増加額   17,275

貸倒引当金の減少額  △37

受取利息  △1,564

支払子息   38,392

固定資産除却損   42,978

売上債権の減少額   17,490

棚卸資産の減少額   6,068

前払費用の増加額  △4,598

その他資産の減少額   2,541

その他の負債増加額   17,921

仕入債務の減少額  △77,816

未払金の減少額  △49,707

未払費用の減少額  △24,427

預り金の減少額  △14,561

未払消費税の減少額  △3,580

長期未収入金の減少額 △391

その他  △5,649

小計  140,398

利息の受取額   1,448

利息の支払額  △41,253

法人税等の還付金   47,107

法人税等の支払額  △21,732

営業活動によるキャッシュ・フロー  125,968
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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  △163,460

無形固定資産の取得による支出  △700

差入保証金の差入による支出  △81,460

差入保証金の返戻による収入   40,812

長期前払費用の増加額  △23,673

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,481

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額   40,000

長期借入れによる収入   1,000,000

長期借入金の返済による支出  △1,057,783

配当金の支払額  △34,683

その他  △5,389

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,855

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △160,368

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  327,850

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  167,481
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