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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4月1日～平成21年9月30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 32,839 22.2 5,438 77.1 5,525 75.2 2,737 53.2
21年3月期第2四半期 26,863 ― 3,071 ― 3,152 ― 1,786 ―

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 133.42 132.95
21年3月期第2四半期 81.83 81.75

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 49,909 24,942 49.9 1,240.15
21年3月期 50,295 25,273 50.1 1,154.42

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,890百万円 21年3月期  25,205百万円

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3月期 ― 17.00 ― 23.00 40.00
22年3月期 ― 25.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 45.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4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 62,740 14.1 8,652 42.1 8,836 42.7 4,477 39.2 223.72
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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、５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） 

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第2四半期 23,286,230株 21年3月期  23,286,230株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,215,462株 21年3月期  1,452,393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 20,515,484株 21年3月期第2四半期 21,833,099株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、失業率が過去 高水準となるなど雇用環境の悪化に

歯止めがかかっておらず、依然厳しい状況が続いております。この状況の中で、総選挙において民主党が

勝利し政権与党となり、新しい政権下での日本の経済情勢がどのように変化していくか注目が集まってい

ます。 

 外食業界におきましても、先行き不透明感からくる外食費節約志向に加え、今年は冷夏で悪天候が続い

たこともあり、８月の繁忙期に多数の企業の前年対比既存店売上高が大幅マイナスとなるなど、大変厳し

い情勢となりました。 

 このような状況の中、当社グループは、前年に引き続き８月からぎょうざ倶楽部会員の募集キャンペー

ンを開始いたしました。今年は前年の２倍弱の会員数５０万人獲得を目標としております。又８月には直

営店売上が過去 高となる日商２億４千万円を達成し、売上・利益ともに第１四半期に引き続き好調に推

移いたしました。 

 また、９月２５日には当社グループ１号店である四条大宮店を新装オープンいたしました。今後も１号

店を出店した初心を忘れず、変えてはいけない良き伝統は頑なに守る一方、変えるべきものは積極的に変

え、日々進化し続けることにより、いつまでも地域の皆様になくてはならない店であり続けるよう、全社

一丸となって取組んでいく所存であります。 

 店舗展開の状況につきましては、当連結会計年度の出店計画に基づき、関東、関西地区を中心に直営１

２店、フランチャイズ（以下ＦＣという）７店の新規出店、直営２店、ＦＣ２店の閉鎖がありました。こ

れにより期末店舗数は、直営３５４店（うちＬＳ[委託ライセンスシステム]５店）、ＦＣ１８８店（うち

委託ＦＣ６店）となりました。 

  
① 売上高 

連結売上高は、新店効果の他に既存店の客数が大幅に増えたこと等により、前年同期に比べて５９億

７６百万円（２２．２％）の増収で３２８億３９百万円となりました。 

 なお、直営店の既存店売上高は２６ヶ月連続して前年同月比プラスとなり、第２四半期の６ヶ月通算

では前年同期に比べて１９．４％の増収となりました。 

・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

＜ 連 結 経 営 成 績 サ マ リ ー ＞

 売上高 32,839 百万円 (前年同期比 22.2 ％増加）

 営業利益 5,438 百万円 (前年同期比 77.1 ％増加）

 経常利益 5,525 百万円 (前年同期比 75.2 ％増加）

 四半期純利益 2,737 百万円 (前年同期比 53.2 ％増加）

・ 全店客数前年同期比２３．０％増(既存店１９．７％増)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比１９．４％増収…直営店実績
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② 営業利益 

人件費や減価償却費等の増加がありましたが、原価率の改善又売上高増に伴い店舗労働生産性が上昇

したこと等により、前年同期に比べて２３億６７百万円（７７．１％）増加し、５４億３８百万円とな

りました。 

  
③ 経常利益 

増収効果や金融収支の改善等により、前年同期に比べて２３億７２百万円（７５．２％）増加し、５

５億２５百万円となりました。 

  
④ 四半期純利益 

減損損失の計上がありましたが、上記効果等により前年同期に比べて９億５０百万円（５３．２％）

増加し、２７億３７百万円となりました。 

  

  

（資産の部） 

当第２四半期末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３億８６百万円（０．８％）減少

し、４９９億９百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億１９百万円（７．１％）減少し、６８億５百万円となりま

した。主な要因は現金及び預金の減少等であります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億３３百万円（０．３％）増加し、４３１億３百万円となり

ました。主な要因は建物及び構築物の増加等であります。 

（負債の部） 

当第２四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ５６百万円（０．２％）減少し、２

４９億６６百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ１３億６７百万円（１０．６％）増加し、１４２億７７百万円

となりました。主な要因は未払法人税等の増加等であります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ１４億２３百万円（１１．８％）減少し、１０６億８８百万円

となりました。主な要因は長期借入金や社債の減少等であります。なお、借入金と社債の残高は１５２

億３４百万円となりました。 

（純資産の部） 

当第２四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ３億３０百万円（１．３％）減少

し、２４９億４２百万円となりました。主な要因は四半期純利益が２７億３７百万円になったことや、

自己株式が２６億５０百万円増加したこと等であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年

度末の５０．１％から４９．９％となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７億５８

百万円減少し、５３億１４百万円となりました。 

（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、前年同期より２８億５２百万円（１０７．６％）増加し、５５億５

百万円となりました。増加の主要因は税金等調整前四半期純利益の増加です。  

 主な内訳は、税金等調整前四半期純利益４８億円に減価償却費１１億８５百万円等を加えた額から法

人税等の支払額１５億１８百万円等を減じた額であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は前年同期より８億４５百万円（７２．４％）増加し、２０億１４百万

円となりました。増加の主要因は有形固定資産の取得による支出の増加です。  

 主な内訳は有形固定資産の取得による支出１９億４３百万円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前年同期より４８億５０百万円増加し、４２億４９百万円となりまし

た。増加の主要因は自己株式の取得による支出の増加です。  

 主な内訳は、借入金等の純減少１０億８７百万円や自己株式の取得による支出２８億５９百万円等に

よる支出であります。 

  

  

平成21年９月14日に修正発表した業績予想の見通しに対して、当第２四半期連結業績は想定した範囲内

の実績であるため、達成できるものと見込み、業績予想は変更しておりません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

（追加情報） 

役員退職慰労引当金 

当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、平成21年６月26日の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、同総会終結時

までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することが承認されました。これにより、当該

総会までの期間に対応する役員退職慰労引当金相当額429百万円を固定負債の「その他」に振替えて

おります。 

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,377 6,135

売掛金 128 116

商品及び製品 80 76

原材料 173 143

その他 1,060 865

貸倒引当金 △15 △11

流動資産合計 6,805 7,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,829 34,808

減価償却累計額 △22,877 △22,345

建物及び構築物（純額） 12,951 12,463

機械装置及び運搬具 2,167 2,208

減価償却累計額 △1,500 △1,558

機械装置及び運搬具（純額） 667 649

工具、器具及び備品 3,137 3,057

減価償却累計額 △2,472 △2,424

工具、器具及び備品（純額） 665 632

土地 20,931 21,478

建設仮勘定 349 297

有形固定資産合計 35,565 35,521

無形固定資産 87 91

投資その他の資産   

投資有価証券 1,368 1,234

差入保証金 3,979 4,020

その他 2,225 2,204

貸倒引当金 △122 △102

投資その他の資産合計 7,450 7,357

固定資産合計 43,103 42,970

資産合計 49,909 50,295
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,440 1,400

1年内償還予定の社債 930 1,005

短期借入金 200 200

1年内返済予定の長期借入金 5,637 5,372

未払法人税等 2,568 1,590

賞与引当金 547 472

その他 2,953 2,869

流動負債合計 14,277 12,909

固定負債   

社債 430 982

長期借入金 8,036 8,761

退職給付引当金 405 346

役員退職慰労引当金 － 423

その他 1,817 1,599

固定負債合計 10,688 12,112

負債合計 24,966 25,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,166 8,166

資本剰余金 9,032 9,026

利益剰余金 17,083 14,535

自己株式 △5,202 △2,552

株主資本合計 29,079 29,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △310 △402

土地再評価差額金 △3,885 △3,571

為替換算調整勘定 6 3

評価・換算差額等合計 △4,188 △3,970

新株予約権 52 67

純資産合計 24,942 25,273

負債純資産合計 49,909 50,295
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 26,863 32,839

売上原価 8,377 9,547

売上総利益 18,486 23,292

販売費及び一般管理費 15,414 17,853

営業利益 3,071 5,438

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 20 20

投資有価証券売却益 34 －

ＦＣ加盟料 68 45

受取地代家賃 27 35

雑収入 62 65

営業外収益合計 220 174

営業外費用   

支払利息 101 57

雑損失 37 30

営業外費用合計 139 87

経常利益 3,152 5,525

特別利益   

固定資産売却益 0 －

収用補償金 59 －

特別利益合計 60 －

特別損失   

固定資産除却損 71 157

減損損失 － 546

投資有価証券評価損 － 20

特別損失合計 71 724

税金等調整前四半期純利益 3,141 4,800

法人税、住民税及び事業税 1,391 2,486

法人税等調整額 △36 △423

法人税等合計 1,355 2,063

四半期純利益 1,786 2,737
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純利益 3,141 4,800

減価償却費 1,059 1,185

減損損失 － 546

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 6

受取利息及び受取配当金 △27 △27

投資有価証券売却損益（△は益） △34 －

支払利息 101 57

投資有価証券評価損益（△は益） － 20

収用補償金 △59 －

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 71 157

たな卸資産の増減額（△は増加） △13 △34

仕入債務の増減額（△は減少） △19 39

未払消費税等の増減額（△は減少） 37 25

その他 90 192

小計 4,375 7,054

利息及び配当金の受取額 27 27

利息の支払額 △104 △58

法人税等の支払額 △1,646 △1,518

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,652 5,505

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △3 △1

有形固定資産の取得による支出 △1,375 △1,943

有形固定資産の売却による収入 0 10

収用補償金の受取による収入 59 －

投資有価証券の取得による支出 △39 －

投資有価証券の売却による収入 272 －

貸付けによる支出 △34 △62

貸付金の回収による収入 40 47

差入保証金の差入による支出 △99 △73

その他 11 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,168 △2,014
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 120 －

長期借入れによる収入 4,756 2,768

長期借入金の返済による支出 △3,045 △3,228

社債の償還による支出 △727 △627

自己株式の取得による支出 △0 △2,859

自己株式の処分による収入 － 199

配当金の支払額 △502 △502

財務活動によるキャッシュ・フロー 601 △4,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,084 △758

現金及び現金同等物の期首残高 2,657 6,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,742 5,314
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の

合計及び営業利益の金額の合計額に占める「中華事業」の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類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（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

事業の種類として「中華事業」及び「その他」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の

合計及び営業利益の金額の合計額に占める「中華事業」の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計が全セグメントの売上高

の合計の10％未満のため、記載を省略してあります。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本国以外の国又は、地域に所在する連結子会社の事業所の売上高の合計が全セグメントの売上高

の合計の10％未満のため、記載を省略してあります。 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当社は、平成21年５月19日付で、大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場において自己株式の取得を行い

ました。主にこの影響により、当第２四半期連結累計期間において自己株式が２６億５０百万円増加

し、当第２四半期連結会計期間末において５２億２百万円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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