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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7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 ％

22年6月期第1四半期 3,151 11.3 303 30.5 309 37.2 162 40.7
21年6月期第1四半期 2,829 ― 232 ― 225 ― 115 ―

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6月期第1四半期 131.68 129.31
21年6月期第1四半期 94.36 93.16

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6月期第1四半期 7,186 1,757 24.4 1,427.69
21年6月期 7,181 1,626 22.6 1,321.37

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,756百万円 21年6月期  1,626百万円

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6月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

6,364 11.4 450 1.4 449 4.7 233 12.2 189.54

通期 13,069 12.8 1,028 12.0 1,020 14.0 539 18.8 438.36



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【定性情報・財務諸表等】 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） 

(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6月期第1四半期 1,230,600株 21年6月期  1,230,600株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 1,230,600株 21年6月期第1四半期 1,220,100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。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あたっての注意事項等につ
いては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年度より続く急激な景気後退局面の中、一部では生産の持ち直し

の兆しや株価回復の動きが見られたものの、企業業績や雇用情勢、所得環境は依然として低迷を続けております。 

 外食業界におきましては、所得や雇用への先行き不安から消費への節約志向が高まっており、経営環境は依然とし

て厳しくなっております。 

 このような環境の中で当社は、直営店の新規出店及びフランチャイズ加盟企業の獲得により業容の拡大を図りなが

ら、経営目標である「お客様の心のリラックス」を実現するために、当社の強みであり接客の基本である「とびっき

りの笑顔」と「心からの元気」の実践を徹底し、顧客満足の向上を図ることで既存店舗の業績向上に取り組んで参り

ました。また、堅実かつ計画的に新規出店や改装を行うとともに、積極的な販売促進活動を実施するなど、新たな顧

客獲得やブランド確立に努めて参りました。 

 店舗展開につきましては、直営店において３店舗の新規出店と３店舗の改装を、フランチャイズ店において５店舗

の新規出店と１店舗の改装及び１店舗の閉店を実施いたしました。これにより、当第１四半期会計期間末におけるチ

ェーン全体の店舗数は164店舗（直営店74店舗、フランチャイズ店90店舗）となりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高3,151,244千円（前年同期比11.3％増）、営業利益303,640千

円（前年同期比30.5％増）、経常利益309,810千円（前年同期比37.2％増）、四半期純利益162,042千円（前年同期比

40.7％増）となりました。 

 焼肉部門におきましては、１店舗の新規出店と３店舗の改装を実施し、売上高1,617,664千円（前年同期比7.2％

増）となりました。 

 専門店部門におきましては、売上高145,718千円（前年同期比9.0％増）となりました。 

 中華部門におきましては、１店舗を新規出店し、売上高592,449千円（前年同期比19.5％増）となりました。 

 お好み焼部門におきましては、１店舗を新規出店し、売上高420,364千円（前年同期比4.7％増）となりました。 

 フランチャイズ部門におきましては、中華業態４店舗とお好み焼き業態１店舗をそれぞれ新規出店し、焼肉業態で

１店舗の改装と１店舗の閉店を実施しました。売上高については、加盟契約店舗数の増加による売上ロイヤルティ収

入の増加等により、375,047千円（前年同期比28.9％増）となりました。 

  

  

 当第１四半期会計期間末の総資産は7,186,835千円となり、前事業年度末と比較して4,867千円の増加となりまし

た。これは主に設備投資により有形固定資産が増加したこと等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の負債は5,429,656千円となり、前事業年度末と比較して125,978千円の減少となりまし

た。これは主に未払法人税等が減少したこと等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は1,757,178千円となり、前事業年度末と比較して130,845千円の増加となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加によるものであり、自己資本比率は24.4％となりました。 

  

  

 平成22年６月期の業績予想につきましては、平成21年８月11日に公表しました内容に変更はございません。 

  

  

①法人税等並びに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ので、前事業年度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。 

②税金費用の計算 

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」に含めて表示しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

（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



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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,399,082 1,488,926

売掛金 179,502 175,751

商品及び製品 80,813 75,959

原材料及び貯蔵品 11,686 10,172

その他 240,315 220,109

貸倒引当金 △53 △52

流動資産合計 1,911,347 1,970,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,435,019 2,366,878

その他（純額） 1,053,510 1,069,192

有形固定資産合計 3,488,530 3,436,071

無形固定資産 72,280 73,074

投資その他の資産   

差入保証金 1,310,525 1,292,854

その他 404,151 409,102

投資その他の資産合計 1,714,676 1,701,956

固定資産合計 5,275,488 5,211,101

資産合計 7,186,835 7,181,968

負債の部   

流動負債   

買掛金 324,779 300,681

短期借入金 256,501 155,000

1年内返済予定の長期借入金 1,050,659 1,036,292

未払法人税等 144,576 353,978

賞与引当金 67,081 －

株主優待引当金 20,327 －

その他 687,134 789,607

流動負債合計 2,551,059 2,635,559

固定負債   

長期借入金 2,127,847 2,173,466

退職給付引当金 97,587 92,925

役員退職慰労引当金 153,680 152,330

その他 499,482 501,353

固定負債合計 2,878,596 2,920,075

負債合計 5,429,656 5,555,634



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 412,700 412,700

資本剰余金 318,925 318,925

利益剰余金 1,025,230 893,953

株主資本合計 1,756,855 1,625,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 500

評価・換算差額等合計 68 500

新株予約権 255 255

純資産合計 1,757,178 1,626,333

負債純資産合計 7,186,835 7,181,968



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,829,297 3,151,244

売上原価 822,623 886,481

売上総利益 2,006,674 2,264,763

販売費及び一般管理費 1,774,117 1,961,122

営業利益 232,556 303,640

営業外収益   

受取利息 3,043 3,134

受取配当金 45 22

受取賃貸料 4,890 4,890

協賛金収入 9,102 19,352

その他 1,934 1,499

営業外収益合計 19,016 28,899

営業外費用   

支払利息 20,404 17,703

賃貸収入原価 4,500 4,500

その他 898 526

営業外費用合計 25,802 22,729

経常利益 225,770 309,810

特別利益   

固定資産売却益 － 12

補助金収入 1,228 －

特別利益合計 1,228 12

特別損失   

前期損益修正損 － 5,146

固定資産除却損 12,164 2,407

投資有価証券評価損 － 2,884

その他 1,616 －

特別損失合計 13,781 10,438

税引前四半期純利益 213,216 299,384

法人税等 98,084 137,341

四半期純利益 115,131 162,042



（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７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   

税引前四半期純利益 213,216 299,384

減価償却費 93,216 106,309

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 1

株主優待引当金の増減額（△は減少） － 20,327

賞与引当金の増減額（△は減少） 56,825 67,081

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,567 4,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420 1,350

受取利息及び受取配当金 △3,088 △3,157

支払利息 20,404 17,703

有形固定資産売却損益（△は益） － △12

有形固定資産除却損 6,855 2,291

補助金収入 △1,228 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,616 2,884

売上債権の増減額（△は増加） △12,345 △3,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,196 △6,367

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,751 △20,305

仕入債務の増減額（△は減少） 31,094 24,098

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,941 △6,463

未払費用の増減額（△は減少） 3,423 △1,730

その他の負債の増減額（△は減少） 6,418 △79,404

預り保証金の増減額（△は減少） 22,000 11,000

その他 △3,156 1,253

小計 376,514 437,153

利息及び配当金の受取額 106 33

利息の支払額 △18,517 △16,410

法人税等の支払額 △246,208 △338,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,895 82,357

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） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △222,707 △192,348

有形固定資産の売却による収入 － 190

無形固定資産の取得による支出 △455 △6,669

差入保証金の差入による支出 △44,830 △34,944

差入保証金の回収による収入 20,115 20,382

その他 △136 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,015 △213,530



（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７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） 166,000 101,501

長期借入れによる収入 65,000 214,000

長期借入金の返済による支出 △244,307 △245,252

割賦債務の返済による支出 △2,730 △2,771

配当金の支払額 △38,925 △26,147

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,963 41,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191,083 △89,843

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,502 1,487,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,051,418 1,398,077



 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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