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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7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6月期第2四半期 2,428 △1.8 76 48.1 72 129.5 58 361.3
21年6月期第2四半期 2,472 6.0 51 78.3 31 478.7 12 ―

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2四半期 35.28 35.27
21年6月期第2四半期 10.93 ―

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2四半期 4,103 1,256 30.6 754.31
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2四半期  1,255百万円 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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 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  
業績予想数値の当四半期における修正は、開示を行っておりますのでご参照下さい。 

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 4,937 1.5 128 62.0 106 198.6 61 101.8 37.17
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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】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） 

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 1,664,577株 21年6月期第2四半期 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 
1．.本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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。実際の実績等は、業績の変化等により上記予想とは異なる場合があります。 
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  当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策やリストラ策の進展等により、企業収益は下げ止ま

りをみせたものの、雇用調整が長引き個人所得は引き続き減少傾向にある中、経済全般はデフレ傾向が強まり、消費

回復のないまま推移しました。 

 外食産業におきましては、企業間競争の激化や原材料価格等の下落を受け、商品売価の切り下げがみられ、総じて

高価格業態は厳しく、ファミリーレストランや居酒屋等を中心に、売上が低迷し、10月11月には新型インフルエンザ

が猛威を振るったことによる業績への悪影響もみられました。 

  

      このような環境下で当社は、当第２四半期に新規出店はなく、既存店４店舗の改装を実施しました。当期末の店舗

    数は65店舗(前第２四半期末比２店舗増)、業態別店舗数は、「一刻魁堂」46店舗（同３店舗増）、「中華食堂（「旨

  飯中華食房」を含む)」11店舗(同３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（ 

  同増減なし）であります。 

     営業面では、引き続き正社員の採用ならびに教育訓練を進め、組織強化に努めるとともに、前記改装の他、各店舗

  の修繕や設備更新を積極的に推進しました。また12月中旬に一刻魁堂業態の内44店舗に新調理機器を導入し、競争力

  を持つ商品として「ふんわり玉子チャーハン」を新発売、順調に販売数を拡大した他、ネギの加工機器を各店舗に新

  配備しカットを自社工場から店舗に移管、品質向上を図る等、各業態で顧客視点に立った商品品質の改善や、メニュ

  ー売価等の見直しを徹底しました。その結果、11月末頃から客数の増加傾向が顕著となりましたが、新型インフルエ

  ンザ感染拡大期間に極端な客足の落ち込みがあり11月の既存店売上高が前年比80.0％にまで悪化、当第２四半期会計

  期間の既存店売上高は前期同期間比12.7％減少しました。 

  

以上によりまして、当第２四半期会計期間の売上高は1,164百万円（前期同期間比6.2％減）となり、利益面では、

売上の一時的な落ち込みに加え、新規備品等の先行費用の増加や、10月上旬の台風18号による被害で店舗および本社

の修繕費等が発生したこともあり、営業利益は８百万円(同72.1％減)に留まり、一方で台風被害の受取保険金等があ

り経常利益は14百万円（同34.2％減）となりました。また四半期純利益は６百万円（同5.4％増）となりました。 

  

  

（１）財政状態の分析  

  当第２四半期会計期間末における流動資産は679百万円となり、前事業年度末に比べ158百万円増加いたしまし 

  た。主な要因は、現金及び預金が126百万円増加したためです。 

  固定資産は3,424百万円となり、前事業年度末に比べ59百万円減少いたしました。主な要因は、新規出店による設

  備投資がなかったことにより有形固定資産が44百万円減少したためであります。 

  流動負債は1,341百万円となり、前事業年度末に比べ36百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が30百

   万円および買掛金が23百万円増加したためであります。 

  固定負債は1,504百万円となり、前事業年度末に比べ19百万円増加いたしました。主な要因は、社債が50百万円減

  少した一方、その他（リース債務）が40百万円および長期借入金が31百万円増加したためであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に比 

 べ43百万円増加し459百万円となりました。 

  なお、当第２四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２四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は96百万円（前年同期は14百万円の支出）となり 

  ました。これは主に税引前四半期純利益13百万円、減価償却費66百万円によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は16百万円（前年同期は21百万円の支出）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18百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期会計期間において、財務活動により使用した資金は35百万円（前年同期は73百万円の収入）となり 

  ました。これは主に長期借入金の借入れによる収入135百万円があった一方、長期借入金の返済による支出128百万 

 円があったことによるものです。 

  

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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 変更内容につきましては、平成22年２月９日公表の「平成22年６月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

  

  

減価償却費の計算 

固定資産の減価償却費の算出方法は、定率法を採用している資産について、事業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。 

  

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：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 459,664 332,908

売掛金 141 135

預入金 84,682 68,310

製品 18,055 14,731

仕掛品 9,787 6,707

原材料及び貯蔵品 15,845 13,755

その他 90,944 84,571

流動資産合計 679,121 521,120

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,722,545 1,779,228

土地 586,122 586,122

その他（純額） 352,990 340,696

有形固定資産合計 2,661,657 2,706,047

無形固定資産   

その他 8,456 8,874

無形固定資産合計 8,456 8,874

投資その他の資産   

その他 753,934 769,044

投資その他の資産合計 753,934 769,044

固定資産合計 3,424,049 3,483,966

資産合計 4,103,170 4,005,087

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,912 107,923

短期借入金 66,800 36,000

1年内返済予定の長期借入金 687,739 715,289

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 21,567 32,912

賞与引当金 8,960 6,429

その他 324,888 306,507

流動負債合計 1,341,867 1,305,062

固定負債   

社債 － 50,000

長期借入金 1,399,974 1,368,781

退職給付引当金 16,083 17,377

その他 88,562 48,475

固定負債合計 1,504,619 1,484,633

負債合計 2,846,487 2,789,695
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 93,561 51,474

自己株式 △141 △141

株主資本合計 1,256,879 1,214,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,270 △344

評価・換算差額等合計 △1,270 △344

新株予約権 1,073 944

純資産合計 1,256,682 1,215,391

負債純資産合計 4,103,170 4,005,087
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,472,913 2,428,210

売上原価 673,968 621,584

売上総利益 1,798,945 1,806,626

販売費及び一般管理費 1,747,444 1,730,379

営業利益 51,500 76,246

営業外収益   

受取利息 897 503

受取配当金 36 33

賃貸不動産収入 33,750 32,667

その他 2,116 17,263

営業外収益合計 36,800 50,467

営業外費用   

支払利息 16,885 15,718

社債利息 1,892 703

賃貸不動産費用 32,714 30,929

その他 5,155 6,718

営業外費用合計 56,649 54,068

経常利益 31,651 72,644

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 13,458 6,918

退店損失 1,404 －

特別損失合計 14,863 6,918

税引前四半期純利益 16,828 72,620

法人税、住民税及び事業税 4,096 13,888

法人税等合計 4,096 13,888

四半期純利益 12,732 58,732
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,241,524 1,164,801

売上原価 322,152 302,425

売上総利益 919,371 862,375

販売費及び一般管理費 887,154 853,381

営業利益 32,217 8,994

営業外収益   

受取利息 307 218

受取配当金 36 33

賃貸不動産収入 16,875 15,892

その他 1,124 15,746

営業外収益合計 18,343 31,890

営業外費用   

支払利息 8,288 8,159

社債利息 881 370

賃貸不動産費用 16,412 15,369

その他 2,257 2,029

営業外費用合計 27,840 25,929

経常利益 22,720 14,955

特別損失   

固定資産除却損 13,097 1,694

退店損失 1,300 －

特別損失合計 14,397 1,694

税引前四半期純利益 8,322 13,261

法人税、住民税及び事業税 2,061 6,661

法人税等合計 2,061 6,661

四半期純利益 6,260 6,599
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 16,828 72,620

減価償却費 133,231 131,132

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） △897 △1,294

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,810 2,530

受取利息及び受取配当金 △934 △536

支払利息 18,778 16,421

固定資産除却損 12,959 6,918

固定資産受贈益 － △6,733

売上債権の増減額（△は増加） △0 △6

預入金の増減額（△は増加） △49,275 △16,371

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,793 △8,493

仕入債務の増減額（△は減少） 17,258 23,988

未払金の増減額（△は減少） 6,740 13,726

未払費用の増減額（△は減少） 28,482 3,490

その他 833 13,748

小計 162,360 251,141

利息及び配当金の受取額 378 112

利息の支払額 △18,491 △17,923

法人税等の支払額 △7,373 △24,261

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,873 209,068

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） 6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △114,340 △50,041

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 8,249 6,746

差入保証金の差入による支出 △47,105 △4,716

差入保証金の回収による収入 － 3,310

その他 648 △2,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,547 △47,131

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） － 30,800

長期借入れによる収入 450,000 385,000

長期借入金の返済による支出 △307,574 △381,357

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 － △4,436

設備関係割賦債務の返済による支出 △1,571 △463

配当金の支払額 △11,425 △14,724

財務活動によるキャッシュ・フロー 79,428 △35,181
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,755 126,756

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 268,906 459,664
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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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