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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 6,709 ― 232 ― 237 ― 33 ―
20年12月期第3四半期 6,937 ― 272 ― 277 ― 159 ―

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 4.83 ―
20年12月期第3四半期 22.80 22.76

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 6,857 3,731 54.0 526.30
20年12月期 7,266 3,740 51.0 529.10

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,700百万円 20年12月期  3,709百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年12月期 ― 3.50 ―
21年12月期 

（予想）
3.50 7.00

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   

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 9,025 △2.4 233 △28.9 239 △29.8 2 △98.5 0.28
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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 7,056,200株 20年12月期  7,036,200株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  25,300株 20年12月期  25,000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 7,017,833株 20年12月期第3四半期 7,012,230株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年７月24日に公表いたしました通期業績予想は、本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日開示しております「平成21年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 
３．当会計年度より「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。 
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   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来から引き続く世界的な金融危機による影響で、企業収益の

悪化による景況感の低迷が続いております。 

 外食産業界においては、雇用や所得面の不安感による消費者の節約志向が高まり、外食を手控える状況に大きな

改善は見られず、低価格志向の一部の業態を除き、既存店の客数・客単価ともに前年を下回る企業が多く存在しま

す。 

このような環境の下で当社は、本年１月より営業基本方針を変更いたしました。すなわち、「既存店昨対90%で

も利益を出せる管理体制の構築」を基本方針と定め、稼動管理、材料ロスと水道光熱費を削減する体制を作ってき

ました。この体制は第１四半期会計期間中にほぼ完成し、その結果、当第３四半期会計期間には消費者の外食支出

削減が続く中、当社の既存店昨対も低迷したにも関わらず、ほぼ予想通りの営業利益及び経常利益を計上すること

ができました。しかし、同四半期の後半となる９月には、外食市況の更なる悪化が始まっており、年度末に向けて

予断を許さない状況が生まれています。 

販売促進活動として、６月より開始した「ハッピー食事券」の継続販売や店舗限定ではありますが「ご長寿サー

ビス」、「献血キャンペーン」の実施をしました。また、得得直営店はＦＣ店舗と共同で８月に「大感謝祭」を行

い、固定客の増加に努めました。 

営業網の整備といたしましては、直営事業として新規出店による店舗数増加７店と、スクラップおよびＦＣ化に

よる店舗数減少、計９店があり、本年９月末における直営店舗数は113店となりました。ＦＣ事業は、新規加盟契

約を14件締結いたしました。また、11店舗の新規出店と直営店からＦＣ店への変更１店と５店の退店で、９月末に

おけるＦＣ店舗数は99店となりました。この結果、直営とＦＣを合わせた合計店舗数は212店となりました。 

以上の営業活動の結果、当第３四半期累計期間の業績は売上高67億９百万円、営業利益２億３千２百万円、経常

利益２億３千７百万円となりました。スクラップによる固定資産売却損と店舗閉鎖損失等を特別損失として１億１

千８百万円計上しました結果、四半期純利益３千３百万円となりました。 

  

  

（1）財政状態 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、68億５千７百万円となり、前事業年度に比べ、４億９百万円の減少

となりました。これは主に、現金及び預金、棚卸資産、のれん及び敷金及び保証金が減少したことによるもので

す。 

   負債総額は、31億２千５百万円となり、前事業年度に比べ、４億円の減少となりました。これは主に長期借入金

及び未払法人税等が減少したことによるものです。 

   また、純資産は、37億３千１百万円となり、前事業年度に比べ、９百万円減少となりました。これは主に、利益

剰余金が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４千３百万

円減少し３億８千６百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 当第３四半期累計期間において営業活動により得られた資金は２億９千２百万円となりました。これは主に、税

引前四半期純利益の計上（１億１千８百万円）、減価償却費の計上（２億２千４百万円）、のれん償却の計上（１

億６千７百万円）、法人税等の支払額（△２億２千８百万円）等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期累計期間において投資活動により使用した資金は１億９百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出（△１億２千３百万円）、敷金及び保証金の差入による支出（△８千百万円）、敷金及び

保証金等の回収による収入（８千５百万円）等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において財務活動により使用した資金は２億２千５百万円となりました。これは主に、

長期借入れによる収入（３億円）、長期借入金の返済による支出（△５億６千６百万円）等によるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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  当会計年度上期より、当社は外食需要の低迷による売上の低下が継続することを予想し、「既存店昨対90%でも利

益を出せる管理体制」を構築すること、スクラップ・アンド・ビルドを一部前倒しに行い将来の利益体質の基盤を

つくること、国内ＦＣ事業の拡大と海外事業の育成により成長のシナリオを推進することを基本方針として、事業

経営を行ってまいりました。特に管理体制の強化により、第１四半期には若干ながらも経常利益を計上し、第２四

半期には利益の蓄積を開始することができました。前回（７月24日）お知らせした利益予想においては、下期より

外食需要は僅かながらも回復基調に向かうことを想定しておりました。 

 しかし第３四半期に入ってからの外食需要は期待した回復を見せず、特に９月以降は更に悪化する状況が生まれ

ております。この中で当社は６月より開始した「ハッピー食事券」の継続販売や、その他のキャンペーンの実施に

より売上の維持に努めておりますが、前回予想した売上には到達しておりません。一方で、諸費用を管理する体制

は維持できておりますが、予想を上回る売上の低迷による減益と、複数の賃借店貸主の倒産等による貸倒引当金の

積み増し懸念とにより、営業・経常利益を下方修正させていただきます。その結果、当期純利益につきましても修

正させていただきます。今後、売上維持をねらった諸活動により、より多くの利益を実現していく所存です。 

 なお、当会計年度の第３四半期累計の営業・経常利益実績数値と比べて同通期の予想値の増加が僅少であるの

は、第４四半期を通して深刻な外食市況の低迷が続くことが予想されることと、年度末をひかえて同四半期に前述

の貸倒引当金等の積み増しを考慮したこと等の理由によります。 

  

１．簡便な会計処理 

   繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法として、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。  

  

  ２．四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

  税金費用については、当第３四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。  

  

  

１．会計処理基準に関する事項の変更 

 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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．棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 従来、半製品については総平均法による低価法、原材料及び貯蔵品については先入先出法による低価法を採

用しておりましたが、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、半製品については総平均法による原価法（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）、原材料及び貯蔵品については先入先出法による原価法（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）を採用しております。なお、これによる損

益に与える影響はありません。 

  

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 407,844 450,904

受取手形及び売掛金 386,132 374,857

有価証券 20,000 20,000

半製品 21,732 12,812

原材料 73,382 116,686

貯蔵品 30,550 24,727

前払費用 104,511 107,376

繰延税金資産 36,709 36,709

未収入金 103,232 71,670

その他 15,625 18,305

貸倒引当金 △3,519 －

流動資産合計 1,196,202 1,234,050

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,493,293 4,557,975

構築物 111,745 112,908

機械及び装置 150,249 150,249

車両運搬具 3,748 3,748

工具、器具及び備品 730,828 722,809

土地 930,435 930,435

建設仮勘定 44,395 1,018

減価償却累計額 △3,643,973 △3,508,456

有形固定資産合計 2,820,724 2,970,688

無形固定資産   

のれん 372,518 540,152

その他 19,674 20,090

無形固定資産合計 392,193 560,243

投資その他の資産   

投資有価証券 45,253 51,563

長期預金 100,000 100,000

出資金 1,672 1,672

繰延税金資産 4,514 1,952

長期前払費用 23,843 30,990

敷金及び保証金 2,191,195 2,236,478

役員に対する保険積立金 17,731 16,998

その他 68,578 62,323

貸倒引当金 △4,800 －

投資その他の資産合計 2,447,990 2,501,980

固定資産合計 5,660,907 6,032,912

資産合計 6,857,110 7,266,962
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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   

支払手形及び買掛金 402,368 460,740

短期借入金 120,000 130,000

1年内返済予定の長期借入金 671,110 705,420

1年内償還予定の社債 20,000 －

未払金 289,849 357,339

未払費用 178,462 142,036

未払法人税等 － 147,299

預り金 45,526 78,754

未払消費税等 33,742 51,871

その他 74,224 28,060

流動負債合計 1,835,284 2,101,522

固定負債   

長期借入金 1,010,793 1,242,868

社債 70,000 －

再評価に係る繰延税金負債 67,873 67,873

退職給付引当金 25,700 15,878

役員退職慰労引当金 39,597 34,107

長期預り保証金 75,640 62,790

その他 739 1,206

固定負債合計 1,290,344 1,424,724

負債合計 3,125,629 3,526,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,465,784 1,460,824

資本剰余金 1,425,506 1,420,546

利益剰余金 1,287,628 1,302,890

自己株式 △13,915 △13,769

株主資本合計 4,165,003 4,170,490

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,083 13,831

土地再評価差額金 △474,730 △474,730

評価・換算差額等合計 △464,647 △460,899

新株予約権 31,125 31,125

純資産合計 3,731,481 3,740,716

負債純資産合計 6,857,110 7,266,962
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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 6,709,655

売上原価 5,692,535

売上総利益 1,017,120

販売費及び一般管理費 784,793

営業利益 232,327

営業外収益  

受取利息 3,137

受取配当金 644

不動産賃貸料 51,744

その他 11,579

営業外収益合計 67,105

営業外費用  

支払利息 25,194

不動産賃貸費用 32,141

その他 4,827

営業外費用合計 62,162

経常利益 237,270

特別損失  

固定資産廃棄損 44,480

固定資産売却損 25,480

店舗閉鎖損失 47,263

その他 1,308

特別損失合計 118,532

税引前四半期純利益 118,737

法人税等 84,851

四半期純利益 33,885
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,347,974

売上原価 1,948,129

売上総利益 399,844

販売費及び一般管理費 258,429

営業利益 141,414

営業外収益  

受取利息 1,020

不動産賃貸料 17,551

その他 4,397

営業外収益合計 22,969

営業外費用  

支払利息 8,041

不動産賃貸費用 10,727

その他 1,226

営業外費用合計 19,995

経常利益 144,388

特別損失  

固定資産廃棄損 835

固定資産売却損 25,428

店舗閉鎖損失 24,360

その他 647

特別損失合計 51,270

税引前四半期純利益 93,118

法人税等 53,211

四半期純利益 39,906
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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  

税引前四半期純利益 118,737

減価償却費 224,600

のれん償却額 167,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,319

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,490

受取利息及び受取配当金 △3,781

支払利息 25,194

社債利息 542

有形固定資産売却損益（△は益） 25,480

有形固定資産廃棄損 44,480

売上債権の増減額（△は増加） 4,766

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,560

仕入債務の増減額（△は減少） △58,371

未払費用の増減額（△は減少） 36,463

未払金の増減額（△は減少） △67,985

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,128

その他 △9,387

小計 542,436

利息及び配当金の受取額 3,781

利息の支払額 △25,167

法人税等の支払額 △228,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,096

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 △123,585

有形固定資産の売却による収入 500

貸付けによる支出 △3,180

貸付金の回収による収入 10,748

敷金及び保証金の差入による支出 △80,129

敷金及び保証金の回収による収入 85,751

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,894

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） △10,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △566,385

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △10,000

株式の発行による収入 9,920

自己株式の取得による支出 △145

配当金の支払額 △48,651

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,060

現金及び現金同等物の期首残高 429,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 386,844
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 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。 

  

 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  6,937,308

Ⅱ 売上原価  5,885,677

売上総利益  1,051,630

Ⅲ 販売費及び一般管理費  778,992

営業利益  272,638

Ⅳ 営業外収益  73,667

Ⅴ 営業外費用  68,737

経常利益  277,568

Ⅵ 特別利益  71,698

Ⅶ 特別損失  68,508

税引前四半期純利益  280,757

税金費用  120,892

四半期純利益  159,865
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