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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 23,794 ― 357 ― 260 ― 130 ―
21年2月期第3四半期 27,100 △0.6 33 △75.8 △69 ― △1,482 ―

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2月期第3四半期 6.43 ―
21年2月期第3四半期 △73.18 ―

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2月期第3四半期 21,891 7,787 35.6 384.39
21年2月期 23,364 7,702 33.0 380.14

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  7,787百万円 21年2月期  7,702百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 2.00 ―
22年2月期 

（予想）
2.00 4.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 32,200 △8.9 750 368.8 600 ― 300 ― 14.81
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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、６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） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
(1)当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
(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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、６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。 
 
(3)本資料のサマリー情報、【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及び５．【四半期連結財務諸表】(5)セグメント情報に記載し
ている売上高には、その他の営業収入を含めております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 21,927,972株 21年2月期  21,927,972株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  1,667,883株 21年2月期  1,665,899株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 20,260,283株 21年2月期第3四半期 20,263,693株
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（１）業績の概要 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の景気対策による輸出や生産の回復で一部持ち直

し傾向がみられるものの、雇用不安、個人消費の低迷など、経営環境は引き続き非常に厳しい状況が続いてお

ります。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、『品質に磨きをかけ、顧客満足度を向上し、健全な企

業体質にしよう』という第46期スローガンを掲げ、飲食店経営の原点に戻り、全店において顧客満足度調査を

実施する体制を整え、ＱＳＣ（Ｑ＝クオリテイ・Ｓ＝サービス・Ｃ＝クリンリネス）の向上を図りつつ、徹底

したコスト削減、コスト管理を実施し、減収であっても増益となる強固な企業体質づくりに引き続き取り組ん

でおります。 

 既存店売上高は、長崎ちゃんぽんリンガーハットのクーポンによる販売促進活動の中止や高客単価業態であ

るとんかつ浜勝のお客様数減少により前年比90.8％となったものの、長崎ちゃんぽんリンガーハットでは、10

月１日より全店で「国産野菜100％」に切り替え「おいしさと安心安全」を訴求した結果、10月からの売上高

前年比は上昇傾向にあります。 

 新規出店は、11店舗（リンガーハット９店舗、浜勝２店舗）実施し、３店舗（リンガーハット２店舗、浜勝

１店舗）を閉店しており、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は556店舗（リンガーハット444店舗、浜勝

111店舗、卓袱浜勝１店舗）となりました。 

 また、前連結会計年度に実施した不採算店50店舗の閉店（リンガーハット48店舗、浜勝２店舗）及び直営店

からフランチャイズ店へ47店舗移行したこと（リンガーハット38店舗、浜勝９店舗）により、売上高は前年と

比較して33億６百万円減少いたしました。 

 一方、利益面におきましては、豚バラ肉、小麦、食用油等の原材料仕入価格が下落したことや、これまで外

注していたチャーハン等の自社工場での内製化が進んだことにより売上原価低減が図れたこと、また、販売促

進費や本部経費の削減並びに前期に実施した不採算店閉店によるコスト削減が進んだことにより、大幅な増益

とすることができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は237億94百万円（前年同期比33億６百万円減、12.2％

減）、営業利益は３億57百万円（同３億24百万円増、975.8％増）、経常利益は２億60百万円（同３億30百万

円増、前年同期は経常損失69百万円）、四半期純利益は１億30百万円（同16億13百万円増、前年同期は純損失

14億82百万円）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① 長崎ちゃんぽん事業 

 長崎ちゃんぽん事業におきましては、ちゃんぽん専門店としてのブランドの再構築を図り収益を向上させ

るため、前連結会計年度下半期よりクーポンによる販売促進活動を中止し、不採算店舗を48店閉鎖する等コ

ストを 小限に抑えるとともに、店舗毎に調査結果がタイムリーに出る、顧客満足度調査を活用したＱＳＣ

の向上に引き続き努めました。特に、「お客さまのお出迎え」の評価を改善すべく、店舗の指揮官である店

長、時間帯責任者がホールへ出て、日々、お出迎えを徹底することに加え、厨房とホールに設置しているパ

ーテーションを撤去し、来店されたお客様への気づきや、元気な挨拶を徹底する対策を進めてまいりまし

た。 

 販売促進策では、４月より鹿児島県、静岡県で先行導入した国産野菜100％化『日本の野菜を食べる』キャ

ンペーンを10月１日から全店に展開いたしました。特に日本の野菜を480ｇ使用した新商品『野菜たっぷりち

ゃんぽん』が好評をいただき販売は好調に推移しております。また、17時以降の時間帯の売上増加対策とし

て、価格はそのままで麺を1.5倍、２倍にできる「麺の増量サービス」を実施するとともに、ちゃんぽんの鍋

メニュー「鉄鍋シリーズ」を新発売いたしました。 

 新規出店におきましては、当第３四半期において、イオン香椎浜店（10月30日）、ゆめタウン広島みゆき

店（11月６日）のフードコート内に２店舗を出店し、第３四半期累計期間では、フードコート内７店舗、テ

ナント２店舗の９店舗を出店いたしました。 

 以上の結果、売上高は165億11百万円（前年同期比24億88百万円減、13.1％減）、営業利益は３億85百万円

（前年同期比４億22百万円増、前年同期は営業損失36百万円）と減収ながら大幅な増益を達成いたしまし

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
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② とんかつ事業 

 とんかつ事業におきましては、長期間に及ぶ消費低迷の影響を大きく受け、引き続き厳しい状況が続いて

いる中、とんかつ専門店としての原点に戻り、品質に磨きをかけ、顧客満足度を向上させる様々な取り組み

を実施しております。 

 商品面では、四季折々の新商品開発に注力し、牡蠣のみぞれ鍋膳、黒酢あんかけ定食、漬け込みロースか

つ定食、丹波しめじご飯等の提案販売を実施いたしました。また、ランチタイム対策として、低価格帯のラ

ンチメニューを一部地域で導入するなど、メニューのお値打ち感や品質を向上するとともに、店長の上位職

としてブロック長を配置し、エリア毎のサービスの向上、特にお客さまのお迎え満足度の向上に努めてまい

りました。 

 以上の結果、売上高は70億円（前年同期比５億84百万円減、7.7％減）、営業利益は５億34百万円（前年同

期比２億１百万円減、27.4％減）となりました。 

  

③ 和食事業 

 和食の「長崎卓袱浜勝（ながさきしっぽくはまかつ）」では、卓袱料理のみならず会席料理のメニューバ

リエーションを増やし、地元顧客や観光客の集客を図っております。また、通販事業につきましては、素材

にこだわった「和華蘭」ブランドの豚の角煮に、長崎名産五島うどんを品揃えに加え、お歳暮向け商品を充

実いたしました。 

 以上の結果、売上高は１億54百万円（前年同期比0.4％増）、営業損失は14百万円（前年同期は営業損失43

百万円）となりました。 

  

④ 建築事業 

 建築事業におきましては、当第１四半期連結会計期間より新店新築工事及び改装改造工事の受注業務を止

め、店舗メンテナンス工事等に業務を特化しており、売上高は８億71百万円(前年同期比56.3％減）、営業利

益は35百万円(同55.9％減）となりました。 

  

（参考資料）フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高 

期別 
項目 

  

長崎ちゃんぽん事業 とんかつ事業 

和食 

事業 

外販 

事業 
その他 合計 

直営店 

フラン

チャイ

ズ店 

合計 直営店

フラン

チャイ

ズ店 

合計 

平成22年 

２月期  

第３四半期 

売上高  

(百万円) 
14,602 3,361 17,964 6,387 1,131 7,518 142 276 148 26,049

店舗数

（店） 
344 100 444 91 20 111 1    556

平成21年 

２月期  

第３四半期 

売上高  

(百万円) 
17,041 3,073 20,115 7,004 1,030 8,034 133 444 422 29,150

店舗数

（店） 
362 95 457 91 19 110 2    569

対前年比率 
売上高 85.7% 109.4% 89.3% 91.2% 109.8% 93.6% 106.2% 62.2% 35.1% 89.4%

店舗数 95.0% 105.3% 97.2% 100.0% 105.3% 100.9% 50.0% 97.7%

（注）当社グループはフランチャイズ事業を拡大しており、外部売上高の純粋比較をできるよう、参

考資料として掲示しております。 

  なお、連結損益計算書に記載されている売上高は、フランチャイズ店舗から受け取るロイヤリ

ティー収入と材料等売上高を計上しているため、この表の数値とは一致いたしません。 

（株）リンガーハット（8200） 平成22年２月期 第３四半期決算短信
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億73百万円減少し218億91百万円となりま

した。これは主に、差入保証金や敷金等の回収による投資その他の資産の減少５億67百万円と、有形固定資産の

減価償却及び除却・減損処理による減少４億25百万円によるものであります。 

負債は前連結会計年度末に比べ15億58百万円減少し141億３百万円となりました。これは主に、借入金を15億67

百万円圧縮したことによるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ85百万円増加し77億87百万円となり、自己資本比率は35.6％と前連結会計年

度末よりも2.6ポイント改善いたしました。これは主に、四半期純利益１億30百万円の計上によるものでありま

す。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、当第２四半期連結会計期間に引き続き投資を抑

制し手許流動性の確保に努め、短期借入金を圧縮したことにより、前連結会計年度末に比べ２億93百万円減少し

11億64百万円となりました。 

  

（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14億64百万円（前年同期比28.2％増）となりました。これは主に、売上高が前

年同期比12.2％と大幅な減収となりましたが、これまで外注しておりましたチャーハン等の自社工場での内製化

が進んだことにより、売上原価を前年同期比16.5％削減、また、販売促進費や本部経費の削減並びに前期に実施

した不採算店閉店によるコスト削減が進み、販売費及び一般管理費を前年同期比11.9％削減したことによるもの

であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は１億47百万円（前年同期比86.8％減）となりました。これは主に、設備投資を

抑制した結果、新店11店舗の設備投資等に５億67百万円（前年同期比58.9％減）、新店舗の建設協力金等の貸付

けによる支出に１億28百万円（前年同期比56.4％減）を支出した一方、建設協力金等５億25百万円を回収したこ

と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） 

 財務活動の結果支出した資金は16億10百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものでありま

す。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（株）リンガーハット（8200） 平成22年２月期 第３四半期決算短信
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10月１日からスタートした長崎ちゃんぽんリンガーハット全店での野菜国産化を機に、多種多様な販売促進活動を

実施するとともに、商品力、調理・接客技術の強化に取り組んでおり、第４四半期の売上高はほぼ計画通りに推移す

ると予測しております。また、原材料仕入価格の低減効果や自社工場での内製化による売上原価低減効果は引き続き

見込めるため、通期見通しにつきましては、10月２日発表の「特別損失及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に

関するお知らせ」のとおり、売上高322億円、営業利益７億50百万円、経常利益６億円、当期純利益３億円を見込ん

でおります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

   

① 簡便な会計処理 

（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。 

（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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一次差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の税金費用を合理的に見

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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（たな卸資産の評価基準の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より「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

日公表分）が適用されたことに伴い、評価基準について月別移動平均法による原価法から月別移動平均法による

原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による当第３四半期連

結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

③重要な引当金の計上基準の変更 

（株主優待引当金） 

 従来、株主優待券にかかる費用は利用時に販売費及び一般管理費として処理をしておりましたが、株主優待券

の利用実績を把握する体制を整備し、利用実績率の把握が可能となったため、第１四半期連結会計期間より利用

実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を株主優待引当金として計上する方法に変更しております。な

お、この変更により当第３四半期連結累計期間において、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が

それぞれ33,166千円減少しております。 

  

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

 平成20年度法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しておりま

す。この変更による損益への影響は軽微であります。 

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,174,167 1,495,311

受取手形及び売掛金 284,917 269,595

たな卸資産 267,745 370,680

前払費用 274,527 318,049

繰延税金資産 17,699 17,844

その他 393,719 385,054

流動資産合計 2,412,776 2,856,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,937,915 7,176,075

機械装置及び運搬具（純額） 399,704 457,887

土地 5,754,655 5,754,655

建設仮勘定 1,785 33,971

その他（純額） 410,150 507,134

有形固定資産合計 13,504,211 13,929,724

無形固定資産 248,095 284,797

投資その他の資産   

投資有価証券 446,322 442,426

差入保証金 938,519 1,084,030

建設協力金 736,925 905,365

敷金 2,690,406 2,954,639

繰延税金資産 617,674 564,006

その他 326,924 365,869

貸倒引当金 △30,680 △22,970

投資その他の資産合計 5,726,092 6,293,366

固定資産合計 19,478,399 20,507,888

資産合計 21,891,175 23,364,423
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 587,285 530,209

短期借入金 4,510,000 5,405,000

1年内返済予定の長期借入金 2,957,848 2,462,992

未払費用 903,259 663,477

未払法人税等 70,027 85,958

未払消費税等 100,671 72,744

株主優待引当金 33,166 －

店舗閉鎖損失引当金 6,459 284,326

その他 713,041 841,109

流動負債合計 9,881,758 10,345,818

固定負債   

長期未払金 407,330 407,330

長期借入金 2,743,069 3,910,720

繰延税金負債 118,492 49,269

退職給付引当金 641,559 551,446

長期預り保証金 221,931 271,588

その他 89,221 125,918

固定負債合計 4,221,602 5,316,271

負債合計 14,103,361 15,662,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,028,962 5,028,962

資本剰余金 4,679,259 5,058,346

利益剰余金 △53,215 △522,036

自己株式 △1,869,288 △1,866,971

株主資本合計 7,785,719 7,698,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,094 4,032

評価・換算差額等合計 2,094 4,032

純資産合計 7,787,813 7,702,333

負債純資産合計 21,891,175 23,364,423
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 22,826,728

売上原価 7,356,743

売上総利益 15,469,985

その他の営業収入 967,857

営業総利益 16,437,843

販売費及び一般管理費 16,080,231

営業利益 357,612

営業外収益  

受取利息 10,878

受取配当金 4,486

その他 23,638

営業外収益合計 39,003

営業外費用  

支払利息 126,763

その他 9,282

営業外費用合計 136,045

経常利益 260,570

特別利益  

固定資産売却益 5,952

店舗閉鎖損失引当金戻入額 51,287

収用補償金 15,838

その他 5,708

特別利益合計 78,786

特別損失  

減損損失 8,040

固定資産除却損 38,328

事業構造改善費用 74,511

投資有価証券評価損 1,963

貸倒引当金繰入額 8,906

その他 3,758

特別損失合計 135,509

税金等調整前四半期純利益 203,847

法人税等 73,590

四半期純利益 130,256
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 203,847

減価償却費 927,557

減損損失 8,040

株主優待引当金の増減額（△は減少） 33,166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90,113

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △277,866

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,709

受取利息及び受取配当金 △15,365

支払利息 126,763

投資有価証券評価損益（△は益） 1,963

有形固定資産売却損益（△は益） △5,952

有形固定資産除却損 38,328

事業構造改善費用 74,511

売上債権の増減額（△は増加） △15,322

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,934

仕入債務の増減額（△は減少） 57,075

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,555

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,160

その他の流動負債の増減額（△は減少） 104,035

預り保証金の増減額（△は減少） △49,299

その他 191,319

小計 1,640,275

利息及び配当金の受取額 6,264

利息の支払額 △117,341

法人税等の支払額 △64,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,464,536

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △5,100

定期預金の払戻による収入 33,000

有形固定資産の取得による支出 △567,632

有形固定資産の売却による収入 5,952

建設協力金の支払による支出 △128,526

建設協力金の回収による収入 525,319

その他 △10,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,147
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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） △895,000

長期借入れによる収入 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △2,022,795

自己株式の取得による支出 △2,316

配当金の支払額 △40,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293,243

現金及び現金同等物の期首残高 1,457,311

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,164,067
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

３．追加情報 

平成20年度法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しておりま

す。この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 当社は、平成21年５月26日開催の定時株主総会において、資本剰余金を379,086千円減少し繰越利益剰余金の

欠損を補填解消することを決議しております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が

4,679,259千円、利益剰余金が△53,215千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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
長崎ちゃん
ぽん 
（千円） 

とんかつ 
（千円） 

和食
（千円） 

建築
（千円） 計（千円）

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1)
外部顧客に対する売

上高 
 16,511,750 7,000,773 154,040 128,021 23,794,586  －  23,794,586

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － 742,997 742,997 ( )742,997  －

計  16,511,750 7,000,773 154,040 871,019 24,537,584 ( )742,997  23,794,586

営業利益(△損失)  385,811 534,361 △14,961 35,718 940,929 ( )583,316  357,612

長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

建築 ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書   

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日）  

金額（千円） 

Ⅰ 売上高       26,140,119  100.0

Ⅱ 売上原価      8,806,886  33.7

売上総利益       17,333,233

Ⅲ その他の営業収入        960,689  3.7

  営業総利益        18,293,923  70.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費       18,260,680  67.4

営業利益       33,242  0.1

Ⅴ 営業外収益                

１．受取利息  11,546           

２．受取配当金  5,650           

３．その他  22,709  39,906 0.1

Ⅵ 営業外費用                

１．支払利息  130,013           

２．その他  12,973  142,987  0.5

経常損失       △69,838  △0.3

Ⅶ 特別利益                

１．固定資産売却益  99,008           

２．その他  3,166  102,174  0.4

Ⅷ 特別損失                

１．固定資産除却損  70,786           

２．退店による損失  27,070           

３．閉店損失引当金繰入額  490,170           

４．減損損失  787,009           

５．本社移転費用  24,273           

６．貸倒引当金繰入額  434           

７．投資有価証券評価損  396,263           

８．その他  10,115  1,806,123  6.6

税金等調整前中間純損失       △1,773,787  △6.5

法人税、住民税及び事業
税 

 140,514           

法人税等調整額  △431,392  △290,878  △1.0

四半期純損失       △1,482,908  △5.5
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成20年３月１日  

  至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当四半期純損失（△） △1,773,787 

 減価償却費 1,110,896 

 減損損失 787,009 

 退職給付引当金の増加額 52,358 

 閉店損失引当金の増加額 490,170 

 貸倒引当金の減少（△）額 △41,574 

 受取利息及び受取配当金 △17,196 

 支払利息 130,013 

 投資有価証券評価損 396,263 

 有形固定資産売却益 △99,008 

 有形固定資産除却損 70,786 

 退店による損失 27,070 

 売上債権の増加額 △133,171 

 たな卸資産の減少額 15,932 

 仕入債務の増加額 3,677 

 未払消費税等の増加額 146,161 

 その他の流動資産の増加額 △129,019 

 その他の流動負債の増加額 504,714 

 長期未払金の減少額            △10,200  

 預り保証金の増加額 39,170 

 その他 △10,540 

    小計 1,559,727 

 利息及び配当金の受取額 6,069 

 利息の支払額 △117,449 

 法人税等の支払額 △305,788 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,142,558 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △11,700 

 定期預金の払戻による収入 4,000 

 有形固定資産の取得による支出 △1,381,091 

 有形固定資産の売却による収入 326,207 

 建設協力金等の貸付による支出 △294,495 

 建設協力金等の回収による収入 306,768 

 その他 △67,290 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117,601 
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  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成20年３月１日  

  至 平成20年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 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 1,115,000 

 長期借入金による収入 1,500,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,917,673 

 自己株式の売却による収入 2,775 

 自己株式の取得による支出 △2,903 

 配当金の支払額 △101,314 

財務活動によるキャッシュ・フロー 595,884 

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 620,840 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,317,596 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,938,437 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

長崎 

ちゃんぽん 

（千円） 

とんかつ 

（千円） 

和食 

（千円） 

建築 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
19,000,306 7,584,807 153,462 362,232 27,100,809 － 27,100,809

(2)セグメント間の

内部売上高又は振替

高 

－ － － 1,631,589 1,631,589 （1,631,589） － 

計 19,000,306 7,584,807 153,462 1,993,822 28,732,399 （1,631,589） 27,100,809

営業費用 19,037,146 6,849,019 196,496 1,912,759 27,995,421 （927,854） 27,067,567

営業利益（△損失） △36,840 735,788 △43,033 81,062 736,977 （703,735） 33,242

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

６．その他の情報
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