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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3月期第3四半期 21,840 11.5 1,022 0.1 897 △5.7 433 1.4
21年3月期第3四半期 19,582 ― 1,021 ― 951 ― 427 ―

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 92.89 ―

21年3月期第3四半期 91.64 ―

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 16,782 2,953 17.6 632.54
21年3月期 14,832 2,660 17.9 569.65

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,953百万円 21年3月期  2,660百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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 32,000 20.9 1,420 17.0 1,200 7.4 490 3.6 104.93
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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  無  

(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3月期第3四半期 4,674,000株 21年3月期  4,674,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,350株 21年3月期  4,350株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 4,669,650株 21年3月期第3四半期 4,669,650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、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、４ページの「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。 
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 当第３四半期累計期間（2009年４月１日～2009年12月31日）におけるわが国経済は、個人消費に持ち直しの動きが

見られ始めたものの、緩やかなデフレ環境や世界景気の下振れ懸念、雇用情勢の悪化等により依然として厳しい状況

で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、雇用・所得環境の悪化などから、消費マインドが低下し、依然として厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況のもと当社では、新規出店による業容の拡大を図りながら、季節商品の投入や既存商品のブラッシ

ュアップによる商品力の強化を図ったほか、12月には丼ぶりと京風うどんを一緒に食べたいというお客様のために、

親子丼・小うどんセットを590円という新価格で提供するとともに、牛丼もお求めやすい価格に改定を行い、収益力

の強化に努めてまいりました。 

 当第３四半期会計期間末の店舗数は、62店舗の新規出店と１店舗の閉店を行った結果、483店舗となりました。  

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高218億40百万円（前年同期比11.5％増）、営業利益10億22百万

円（同0.1％増）、経常利益８億97百万円（同5.7％減）となり、四半期純利益は４億33百万円（同1.4％増）となり

ました。 

  

 部門別の業績は、次のとおりであります。 

＜直営店部門＞ 

 当第３四半期累計期間における新規出店62店舗と加盟店４店舗の直営店化により、直営店総店舗数は430店舗とな

り、売上高は200億86百万円（前年同期比14.6％増）となりました。 

＜フランチャイジー（加盟店）部門＞ 

 当第３四半期累計期間における加盟店店舗は４店舗の直営店化と１店舗の閉店により、加盟店総店舗数は53店舗と

なり、売上高は14億16百万円（前年同期比17.7％減）となりました。 

＜その他の部門＞ 

 当第３四半期累計期間における外販売上は２億36百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

  

 なお、当社は経営に関する意思決定をより迅速に行い、グループの経営資源をより効率的に活用できる体制を構築

するという観点から、株式会社ゼンショーの完全子会社となることを目的とした株式交換を実施することを2009年12

月22日に発表いたしました。今後、グループとしての協業体制をより一層強め、一体となった事業戦略に取り組んで

まいります。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における資産は167億82百万円となり、前事業年度末に比べ19億50百万円の増加となりま

した。これは主に新規出店により有形固定資産が増加したこと等によるものです。 

 負債につきましては、138億28百万円となり、前事業年度末に比べ16億56百万円の増加となりました。これは、新

規出店に伴う設備投資のための借入金の増加等によるものです。 

 純資産につきましては、29億53百万円となり、前事業年度末に比べ２億93百万円の増加となりました。これは四半

期純利益の計上による増加と配当金支払による減少が要因であります。 

  

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

㈱なか卯　（7627）　2010年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

- 3 -



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ１億89百万円減少し、25億47

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＞ 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が８億96百万円及び減価償却費が６億74百万円となる

一方で、法人税等の支払額が４億97百万円となったこと等により、12億43百万円（前年同期比71.0％増）の収入とな

りました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が19億23百万円となったこと等により、24

億66百万円（前年同期比8.1％減）の支出となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による資金調達36億円を行う一方で、長期借入金の返済による

支出が21億94百万円となったこと等により、10億32百万円（前年同期比17.7％減）の収入となりました。 

  

  

 2010年３月期通期の業績予想につきましては、2009年５月12日の「平成21年３月期 決算短信（非連結）」で公表

いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(2009年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,547 2,737

売掛金 309 309

商品及び製品 85 84

原材料及び貯蔵品 15 25

繰延税金資産 88 126

その他 417 377

貸倒引当金 △8 △13

流動資産合計 3,456 3,647

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,774 5,820

その他（純額） 1,964 1,260

有形固定資産合計 8,739 7,080

無形固定資産 180 169

投資その他の資産   

差入保証金 2,896 2,778

繰延税金資産 67 61

その他 1,458 1,107

貸倒引当金 △15 △12

投資その他の資産合計 4,406 3,934

固定資産合計 13,326 11,184

資産合計 16,782 14,832

負債の部   

流動負債   

買掛金 993 890

短期借入金 3,376 2,872

未払法人税等 182 247

役員賞与引当金 6 6

賞与引当金 86 122

その他 1,149 966

流動負債合計 5,794 5,104

固定負債   

長期借入金 6,839 6,012

その他 1,195 1,055

固定負債合計 8,034 7,067

負債合計 13,828 12,172
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(2009年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 684 684

資本剰余金 471 471

利益剰余金 1,800 1,506

自己株式 △3 △3

株主資本合計 2,953 2,660

純資産合計 2,953 2,660

負債純資産合計 16,782 14,832
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年12月31日) 

売上高 19,582 21,840

売上原価 6,469 6,906

売上総利益 13,113 14,933

販売費及び一般管理費 12,091 13,910

営業利益 1,021 1,022

営業外収益   

受取利息 15 17

不動産賃貸料 26 27

その他 37 31

営業外収益合計 79 76

営業外費用   

支払利息 83 126

不動産賃貸費用 26 23

その他 40 51

営業外費用合計 149 201

経常利益 951 897

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失   

固定資産除却損 72 3

解約違約金 15 －

特別損失合計 87 3

税引前四半期純利益 863 896

法人税、住民税及び事業税 375 431

法人税等調整額 60 31

法人税等合計 436 462

四半期純利益 427 433
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年12月31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 863 896

減価償却費 404 674

賞与引当金の増減額（△は減少） △63 △34

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △1

受取利息 △15 △17

支払利息 83 126

固定資産除売却損益（△は益） 72 3

売上債権の増減額（△は増加） △24 △10

たな卸資産の増減額（△は増加） △12 9

営業債権の増減額（△は増加） △44 △70

仕入債務の増減額（△は減少） 95 103

営業債務の増減額（△は減少） 147 186

小計 1,511 1,864

利息及び配当金の受取額 3 1

利息の支払額 △84 △123

法人税等の支払額 △703 △497

営業活動によるキャッシュ・フロー 727 1,243

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 △1,569 △1,923

無形固定資産の取得による支出 △60 △58

貸付けによる支出 △748 △335

貸付金の回収による収入 38 55

敷金及び保証金の差入による支出 △342 △204

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682 △2,466

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △74

長期借入れによる収入 3,250 3,600

長期借入金の返済による支出 △1,824 △2,194

リース債務の返済による支出 △38 △164

配当金の支払額 △132 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,254 1,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △700 △189

現金及び現金同等物の期首残高 2,209 2,737

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,508 2,547
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 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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