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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年12月20日） 

（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

(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）

営業収益 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 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 4,902 △0.1 4,551 0.4 112 △36.6 202 △16.7 94 19.6
21年3月期第3四半期 4,906 7.4 4,535 7.9 178 18.7 243 19.4 79 26.5

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3四半期 5.81 ―
21年3月期第3四半期 4.84 ―

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3四半期 4,427 2,945 66.5 183.47
21年3月期 4,329 3,016 69.7 184.09

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,945百万円 21年3月期  3,016百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
22年3月期 ― 2.00 ―
22年3月期 

（予想） 2.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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   

営業収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,487 1.1 6,030 1.6 116 △22.1 214 0.0 88 87.2 5.37
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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  

(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） 

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。 

(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．上記の業績見通しは、現時点で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、業況の変化により、上記予想数値と異な
る場合があります。 
２．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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 17,040,558株 21年3月期  17,040,558株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  984,873株 21年3月期  654,033株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 16,319,499株 21年3月期第3四半期 16,390,834株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として続く雇用や個人所得の不安を背景とした個人消費

の低迷に加えデフレ状況が進行するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

外食産業におきましても、消費者の節約志向の高まりや、中食・内食への動きなどに加え、新型インフルエンザ

の流行により外食を控えるなど、より一層、非常に厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社グループ（当社及び連結子会社）は、「一人ひとりのアイデアで、お客様に新しい価

値を！」を年度スローガンに掲げ、「食」への安心・安全の確保はもとより、競争の激しさを増す外食産業を生き

抜くために、お客様の信頼を 優先にして現状の改善を進めております。 

当第３四半期連結累計期間末の当社グループの店舗展開の状況につきましては、加盟店９店舗（内海外５店

舗）、直営店１店舗を新規出店する一方、加盟店９店舗（内海外５店舗）、直営店３店舗の閉店があり、店舗数は

253店舗（前年同期比３店舗減、内海外２店舗増）となっております。その内訳は、らーめん事業144店舗、和食事

業９店舗、中華事業２店舗、海外98店舗であります。 

このような状況のもと、外販売上高が21.1％増となったことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は45億

51百万円(前年同期比0.4％増)となりましたが、ロイヤリティ収入等の減少により営業収益（売上高とロイヤリテ

ィ収入等の合計）は49億２百万円(前年同期比0.1％減)となりました。営業利益は、より一層のコスト削減に努め

ておりますが、営業収益の減少による影響を補うまでには至らず、加えて、直営店の新規出店や店舗改装、セント

ラルキッチンの新設に伴う一時費用等が前期に比べ25百万円増加したことなどにより、１億12百万円（前年同期比

36.6％減）となりました。経常利益は、タイ王国での事業好調による合弁企業からの受取配当金39百万円があった

こと等により、２億２百万円(前年同期比16.7％減)となりました。四半期純利益は、特別損失に直営店の閉店によ

る減損損失11百万円（前年同期は59百万円）ならびに固定資産除却損８百万円、合計19百万円を計上したことによ

り、94百万円(前年同期比19.6％増)となりました。 

  

事業の部門別の状況につきましては次のとおりであります。 

（ＦＣ部門）  

８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては、食材の見直しを積極的に行い、より本物志向、より健

康志向の商品の提供を継続して行っておりますが、個人消費の低迷、新型インフルエンザの流行、中食・内食へ

の消費傾向などから、より厳しい状況となっております。 

海外出店活動は、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店を行っております。 

店舗展開の状況につきましては、スクラップアンドビルドを積極的に行い、当第３四半期連結累計期間におけ

る新規出店９店舗（内海外５店舗）、閉店９店舗（内海外５店舗）でありました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間末の加盟店舗数は222店舗（内海外98店舗）、加盟店向け製商品売上高

は17億82百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

（直営部門） 

直営部門においては、和食事業直営店１店舗を新規に開店いたしました。一方、らーめん事業における既存業

態の見直しと業態開発目的の終了により、３店舗を閉店いたしました。その結果、当第３四半期連結累計期間末

店舗数は31店舗（前年同期比３店舗減）、売上高は21億30百万円（前年同期比4.1％減）となりました。 

（外販部門） 

当社製品を主要販売品目とする外販部門は、販売環境の厳しさが続くなか、生麺ブランド「八番麺工房（はち

ばんめんこうぼう）」を国内各地の量販店を中心に販売チャネルを拡大し、販売の拡大に努めております。新規

取引先への販売が寄与したことにより、売上高は６億39百万円（前年同期比21.1％増）となりました。 

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比、前年同期実績は参考として記載しております。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ98百万円増加して44億27百万円

（前連結会計年度比2.3％増）となりました。これは主に投資有価証券が１億９百万円増加したことによるもの

であります。  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１億68百万円増加して14億81百

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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万円（前連結会計年度比12.9％増）となりました。これは主に短期借入金が１億86百万円増加したことによるも

のであります。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少して29億45百万

円（前連結会計年度比2.3％減）となりました。これは主に自己株式が１億５百万円増加したことによるもので

あります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、短期借入金

の純増額が２億５百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出１億73百万円や、法人税等の支出額１億

7百万円があったため、前連結会計年度末に比べ45百万円減少し、当第３四半期連結累計期間末現金は、３億95

百万円（前期末比10.4％減）となりました。 

 当第３四半期連結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） 

 営業活動によって得られた資金は、１億92百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益１億82

百万円があっ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） 

 投資活動によって使用した資金は、２億11百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

１億73百万円があっ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） 

 財務活動によって使用した資金は、25百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額が２億５百万円

あったものの、自己株式の取得による支出１億５百万円、配当金の支払額57百万円、社債の償還による支出35百

万円、長期借入金の返済による支出32百万円があったことによるものであります。  

  

当第３四半期連結累計期間における業績は、ほぼ計画どおりに推移しております。現時点におきましては、平成

21年10月23日に公表いたしました通期業績予想値に変更はありません。 

なお、上記の業績見通しは、現時点で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、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

 法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。  

  

  

 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。 

  

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12月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 398,412 444,304

売掛金 456,715 387,569

商品及び製品 63,857 59,563

原材料及び貯蔵品 29,660 30,926

繰延税金資産 53,704 57,045

その他 117,427 145,560

貸倒引当金 △956 △956

流動資産合計 1,118,822 1,124,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 875,419 800,777

機械装置及び運搬具（純額） 78,681 79,600

工具、器具及び備品（純額） 87,835 96,977

土地 1,079,594 1,053,501

建設仮勘定 － 52,696

有形固定資産合計 2,121,531 2,083,553

無形固定資産 62,265 79,408

投資その他の資産   

投資有価証券 311,350 201,411

長期貸付金 － 23,800

関係会社出資金 59,920 59,920

差入保証金 353,443 343,782

保険積立金 244,852 249,957

繰延税金資産 99,639 107,622

その他 85,782 87,480

貸倒引当金 △30,415 △31,859

投資その他の資産合計 1,124,573 1,042,115

固定資産合計 3,308,370 3,205,077

資産合計 4,427,192 4,329,090
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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12月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 228,976 184,463

短期借入金 371,420 184,955

1年内償還予定の社債 － 35,000

未払法人税等 26,179 53,855

賞与引当金 42,080 87,201

未払費用 248,419 238,271

その他 67,685 63,863

流動負債合計 984,761 847,610

固定負債   

長期借入金 33,394 47,209

役員退職慰労引当金 － 230,187

長期未払金 256,920 －

長期預り保証金 206,239 187,485

固定負債合計 496,554 464,881

負債合計 1,481,316 1,312,492

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,518,454 1,518,454

資本剰余金 1,481,671 1,481,671

利益剰余金 272,987 243,683

自己株式 △323,057 △217,222

株主資本合計 2,950,056 3,026,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,179 △9,988

評価・換算差額等合計 △4,179 △9,988

純資産合計 2,945,876 3,016,598

負債純資産合計 4,427,192 4,329,090
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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21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 4,551,962

売上原価 2,270,103

売上総利益 2,281,859

営業収入 350,283

営業総利益 2,632,143

販売費及び一般管理費  

運賃 208,077

役員報酬 87,420

給料及び手当 981,935

賞与引当金繰入額 39,293

退職給付費用 14,120

役員退職慰労金 30,487

地代家賃 207,430

水道光熱費 133,038

減価償却費 96,078

その他 721,356

販売費及び一般管理費合計 2,519,239

営業利益 112,903

営業外収益  

受取利息 3,212

受取配当金 40,590

受取地代家賃 48,605

受取保険料 3,918

受取手数料 30,049

設備賃貸料 12,042

その他 6,533

営業外収益合計 144,952

営業外費用  

支払利息 2,653

賃貸費用 47,076

その他 5,422

営業外費用合計 55,152

経常利益 202,702

特別損失  

固定資産除却損 8,140

減損損失 11,673

特別損失合計 19,814

税金等調整前四半期純利益 182,888

法人税、住民税及び事業税 80,847

法人税等調整額 7,194

法人税等合計 88,041

四半期純利益 94,846

株式会社ハチバン（9950） 平成22年3月期　第3四半期決算短信

　 7 / 16



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 1,405,707

売上原価 699,684

売上総利益 706,022

営業収入 108,667

営業総利益 814,690

販売費及び一般管理費  

運賃 68,125

役員報酬 28,126

給料及び手当 363,142

賞与引当金繰入額 △37,530

退職給付費用 4,581

地代家賃 66,972

水道光熱費 42,897

減価償却費 31,718

その他 224,101

販売費及び一般管理費合計 792,135

営業利益 22,555

営業外収益  

受取利息 1,822

受取地代家賃 17,027

受取保険料 3,111

受取手数料 7,874

設備賃貸料 4,017

その他 2,298

営業外収益合計 36,150

営業外費用  

支払利息 1,033

賃貸費用 16,419

その他 2,325

営業外費用合計 19,777

経常利益 38,928

特別損失  

固定資産除却損 4,656

特別損失合計 4,656

税金等調整前四半期純利益 34,272

法人税、住民税及び事業税 13,647

法人税等調整額 5,647

法人税等合計 19,295

四半期純利益 14,976
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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21日 
 至 平成21年12月20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 182,888

減価償却費 126,107

為替差損益（△は益） 1,708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △230,187

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,444

受取利息及び受取配当金 △43,802

支払利息 2,653

有形固定資産除却損 8,140

減損損失 11,673

売上債権の増減額（△は増加） △69,145

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,028

仕入債務の増減額（△は減少） 44,512

長期未払金の増減額（△は減少） 256,920

その他 16,810

小計 258,686

利息及び配当金の受取額 43,802

利息の支払額 △2,758

法人税等の支払額 △107,385

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,345

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △173,276

有形固定資産の売却による収入 659

無形固定資産の取得による支出 △1,110

差入保証金の差入による支出 △30,650

差入保証金の回収による収入 20,988

貸付金の回収による収入 72,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,189

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） 205,000

長期借入金の返済による支出 △32,350

社債の償還による支出 △35,000

自己株式の取得による支出 △105,834

配当金の支払額 △57,199

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,384

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,891

現金及び現金同等物の期首残高 441,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 395,712
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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21日 至 平成21年12月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高および営

業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超で

あるため、記載を省略しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高および営業損益についての記載は行っ

ておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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等 

（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（平成20年３月21日～平成20年12月20日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,535,232

Ⅱ 売上原価  2,221,610

売上総利益  2,313,621

Ⅲ 営業収入  370,804

営業総利益  2,684,426

Ⅳ 販売費及び一般管理費  2,506,388

１．運賃   203,035

２．役員報酬   82,704

３．給与手当  964,055

４．賞与引当金繰入額  41,610

５．退職給付費用  14,871

６．役員退職慰労引当金繰入額   4,603

７．地代家賃   196,080

８．水道光熱費  138,972

９．減価償却費  102,910

10．その他  757,545

営業利益  178,038

Ⅳ 営業外収益  126,392

１．受取利息   3,773

２．受取配当金   26,220

３．賃貸収益   50,040

４．保険金収入   2,629

５．受入手数料   25,716

６．電算機器使用料収入   12,200

７．その他   5,810

Ⅴ 営業外費用  61,061

１．支払利息   3,958

２．賃貸費用   49,476

３．その他   7,625

経常利益  243,369
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科目 

前年同四半期 
（平成21年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  1,253

固定資産売却益   1,253

Ⅶ 特別損失  59,152

減損損失   59,152

税金等調整前四半期純利益  185,470

税金費用  106,147

四半期純利益  79,323
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月21日～平成20年12月20日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  185,470

 減価償却費  136,378

 為替差損  3,227

 減損損失  59,152

 役員退職慰労引当金の増加額  3,333

 賞与引当金の減少額  △43,733

 貸倒引当金の減少額  △605

 受取利息及び受取配当金  △29,994

 支払利息  3,958

 有形固定資産売却益  △1,253

 売上債権の増加額  △91,418

 たな卸資産の増加額  △21,757

 仕入債務の増加額  69,184

 その他  26,078

小計  298,021

 利息及び配当金の受取額  29,994

 利息の支払額  △3,958

 法人税等の支払額  △79,100

営業活動によるキャッシュ・フロー  244,956

Ⅱ 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  △91,169

 有形固定資産の売却による収入  5,658

 無形固定資産の取得による支出  △4,221

 無形固定資産の売却による収入  72

 差入保証金の払込による支出  △9,179

 差入保証金の返還による収入  23,440

 出資金の返還による収入  17,955

 貸付金の回収による収入  45,563

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11,881
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高、営業

損益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超である

ため、記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高および営業損益についての記載は行

っておりません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年12月20日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  
前年同四半期 

（平成21年３月期 
第３四半期） 

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  △9,000

 長期借入金の返済による支出  △43,782

 社債の償還による支出  △35,000

 自己株式の取得による支出  △1,581

 配当金の支払額  △65,566

財務活動によるキャッシュ・フロー  △154,929

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △3,227

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  74,918

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  456,705

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  531,623

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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(1)生産、受注及び販売の状況  

① 生産実績 

（注）１．金額は、製造原価によって表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。 

６．その他の情報

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月21日 

  至 平成21年12月20日） 

金額 構成比 

  千円 ％ 

生麺類  474,958  59.0

タレ類  101,083  12.5

餃子類  229,704  28.5

合計  805,747  100.0

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月21日 

  至 平成21年12月20日） 

金額 構成比 

  千円 ％ 

米飯類  165,340  11.3

肉類  282,569  19.2

スープ類  41,141  2.8

野菜魚介類  303,316  20.6

調味料類  173,223  11.8

備品消耗品類  60,059  4.1

その他  442,999  30.2

合計  1,468,650  100.0
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④ 販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

⑤ 部門別売上実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月21日 

  至 平成21年12月20日） 

金額 構成比 

製品 

  千円 ％ 

生麺類  714,993  14.6

タレ類  206,664  4.2

餃子類  313,438  6.4

小計  1,235,096  25.2

商品 

米飯類  159,030  3.2

肉類  305,817  6.2

スープ類  136,203  2.8

野菜魚介類  98,910  2.0

調味料類  112,831  2.3

備品消耗品類  75,994  1.6

その他  298,007  6.1

小計  1,186,797  24.2

製品商品売上計  2,421,893  49.4

直営店売上計  2,130,069  43.5

売上高計  4,551,962  92.9

営業収入計  350,283  7.1

営業収益計  4,902,246  100.0

区分 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月21日 

  至 平成21年12月20日） 

営業収益 
[売上高] 

構成比 

  千円 ％ 

ＦＣ部門 
 

 

2,132,808

[1,782,524]

 

 

43.5

[39.2]

直営部門 
 

 

2,130,069

[2,130,069]

 

 

43.5

[46.8]

外販部門 
 

 

639,368

[639,368]

 

 

13.0

[14.0]

合計 
 

 

4,902,246

[4,551,962]

 

 

100.0

[100.0]
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