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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 1,263 2.6 67 248.8 57 545.9 52 705.6
21年6月期第1四半期 1,231 ― 19 ― 8 ― 6 ―

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 31.32 31.31
21年6月期第1四半期 5.56 ―

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 4,061 1,250 30.8 750.56
21年6月期 4,005 1,215 30.3 730.15

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,249百万円 21年6月期  1,214百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

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

2,570 3.9 115 124.8 94 197.2 25 96.5 15.03

通期 5,030 3.4 172 117.3 126 254.0 41 34.2 24.72
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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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】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） 

(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 1,664,800株 21年6月期  1,664,800株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  223株 21年6月期  223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 1,664,577株 21年6月期第1四半期 1,164,577株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであり実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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    当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により一部製造業では回復の兆しがみられたも

のの、世界的景気低迷に連動し、総じて底這い状態で推移しました。個人消費におきましても、雇用調整が長引く

中で出費の手控えが継続し、新型インフルエンザの感染拡大による外出行動の抑制もみられました。 

    外食産業におきましては、企業間の売上獲得競争は激化し、低価格化も拡がりを見せました。  

    このような環境下で当社は、当第1四半期会計期間に一刻魁堂横浜トレッサ店を増床改装したことを含め、既存

店５店舗の改装を実施しましたが、新規出店はありませんでした。当第1四半期会計期間末の店舗数は65店舗（前

第1四半期会計期間末比５店舗増）で、業態別の店舗数では、「一刻魁堂」46店舗（同８店舗増）、「中華食堂

(「旨飯中華食房」を含む)」11店舗（同６店舗減）、「龍虎餐房」７店舗（同２店舗増）、および「中華屋あん

ず」１店舗（同１店舗増）であります。 

    営業面では前記改装の他、引き続き積極的な広告宣伝を行い増客に努めましたが、既存店の売上高は前第1四半

期会計期間比で10.1％減少しました。原価につきましては、内製化推進による低減に加え原材料価格の下落もあ

り、原価率が当第１四半期会計期間において前第1四半期会計期間比3.3ポイント低下しました。また正社員の積極

採用を進め組織の強化に努めましたが求人費も低減され、新規出店数減少に伴い開業関係費用も圧縮されました。

    以上によりまして、当第１四半期会計期間の売上高は、12億63百万円（前第１四半期会計期間比2.6％増）とな

りました。利益面では、原価低減に加えプロパンガス価格の大幅下落もあり、営業利益67百万円(同248.8％増)、

経常利益57百万円（同545.9％増）、当期純利益52百万円（同705.6％増）と増収増益となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



（１）財政状態の分析 

  当第１四半期会計期間末における流動資産は610百万円となり、前事業年度末に比べ89百万円増加いたしまし

た。主な要因は、現金および預金が83百万円増加したためです。 

 固定資産は3,450百万円となり、前事業年度末に比べ33百万円減少いたしました。主な要因は店舗改装工事に伴

う固定資産の除却等により25百万円減少したためであります。 

 流動負債は1,360百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円増加いたしました。主な要因は短期借入金が55百

万円増加したためであります。 

 固定負債は1,450百万円となり、前事業年度末に比べ34百万円減少いたしました。主な要因は社債の償還により

50百万円が減少したためであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて83百万

円増加し416百万円（前年同期は231百万円の増加）となりました。 

 なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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１四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は112百万円（前年同期は151百万円の増加）とな

りました。これは主に税引前四半期純利益59百万円、減価償却費が64百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は30百万円（前年同期は126百万円の減少）とな

りました。これは主に、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出31百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動により得られた資金は０百万円（前年同期は５百万円の増加）となり

ました。これは主に短期借入金の純増額55百万円、および長期借入金の借入による収入250百万円があった一方、

返済による支出252百万円および社債の償還による支出50百万円があったことによるものです。 

２．財政状態に関する定性的情報



   今後も厳しい経営環境が続くものと予想され、予断を許さない状況にありますが、現時点におきまして、平成21年

  ８月14日付、「『平成21年６月期決算短信』および『業績予想の修正に関するお知らせ』の一部訂正について」で公

  表のとおり、通期の業績予想の変更はありません。 

  

  

減価償却費の計算 

 固定資産の減価償却費の計算方法は、当第1四半期会計期間末に有する固定資産について、年間償却費を期間

按分する方法としております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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



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 416,244 332,908

売掛金 142 135

預入金 76,641 68,310

製品 14,079 14,731

仕掛品 5,330 6,707

原材料及び貯蔵品 12,219 13,755

その他 85,724 84,571

流動資産合計 610,382 521,120

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,758,489 1,779,228

土地 586,122 586,122

その他（純額） 336,416 340,696

有形固定資産合計 2,681,028 2,706,047

無形固定資産   

その他 8,673 8,874

無形固定資産合計 8,673 8,874

投資その他の資産   

その他 761,184 769,044

投資その他の資産合計 761,184 769,044

固定資産合計 3,450,886 3,483,966

資産合計 4,061,268 4,005,087

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,642 107,923

短期借入金 91,700 36,000

1年内返済予定の長期借入金 708,118 715,289

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 11,720 32,912

賞与引当金 32,688 6,429

その他 311,553 306,507

流動負債合計 1,360,423 1,305,062

固定負債   

社債 － 50,000

長期借入金 1,373,040 1,368,781

退職給付引当金 16,699 17,377

その他 60,772 48,475

固定負債合計 1,450,511 1,484,633

負債合計 2,810,935 2,789,695



（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 624,205 624,205

資本剰余金 539,254 539,254

利益剰余金 86,962 51,474

自己株式 △141 △141

株主資本合計 1,250,279 1,214,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △914 △344

評価・換算差額等合計 △914 △344

新株予約権 967 944

純資産合計 1,250,333 1,215,391

負債純資産合計 4,061,268 4,005,087



（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 1,231,389 1,263,409

売上原価 351,816 319,159

売上総利益 879,573 944,250

販売費及び一般管理費 860,290 876,998

営業利益 19,282 67,251

営業外収益   

受取利息 590 284

賃貸不動産収入 16,875 16,775

その他 992 1,516

営業外収益合計 18,457 18,576

営業外費用   

支払利息 8,597 7,558

社債利息 1,010 332

賃貸不動産費用 16,302 15,559

その他 2,898 4,688

営業外費用合計 28,808 28,139

経常利益 8,931 57,688

特別利益   

固定資産受贈益 － 6,733

役員退職慰労引当金戻入額 40 －

その他 － 161

特別利益合計 40 6,894

特別損失   

固定資産除却損 361 5,223

退店損失 104 －

特別損失合計 465 5,223

税引前四半期純利益 8,505 59,359

法人税、住民税及び事業税 2,034 7,226

法人税等合計 2,034 7,226

四半期純利益 6,471 52,133



（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 8,505 59,359

減価償却費 61,753 64,805

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 930 △678

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,558 26,259

受取利息及び受取配当金 △590 △284

支払利息 9,607 7,891

固定資産除却損 361 5,223

固定資産受贈益 － △6,733

売上債権の増減額（△は増加） 29 △6

預入金の増減額（△は増加） △8,430 △8,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,148 3,565

仕入債務の増減額（△は減少） △9,322 △3,281

未払金の増減額（△は減少） 69,759 99

未払費用の増減額（△は減少） 12,102 △1,798

その他 10,272 2,899

小計 173,349 148,989

利息及び配当金の受取額 303 65

利息の支払額 △14,592 △12,003

法人税等の支払額 △7,369 △24,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,691 112,793

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） △9,000 －

有形固定資産の取得による支出 △115,753 △31,982

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 4,098 3,364

差入保証金の差入による支出 △4,475 △4,716

差入保証金の回収による収入 － 3,150

その他 － △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,129 △30,194

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） 300,000 55,700

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △242,992 △252,912

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 － △1,603

設備関係割賦債務の返済による支出 △785 △231

配当金の支払額 △230 △216

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,992 736



（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,554 83,335

現金及び現金同等物の期首残高 200,150 332,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 231,704 416,244



 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



 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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