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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 4,909 △7.6 268 △14.9 225 △22.7 △68 ―
21年12月期第1四半期 5,315 ― 315 ― 291 ― 64 ―

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12月期第1四半期 △1,514.33 ―
21年12月期第1四半期 1,420.59 1,419.53

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12月期第1四半期 14,095 2,549 18.0 56,037.16
21年12月期 14,432 2,801 19.3 61,561.85

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,542百万円 21年12月期  2,792百万円

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12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

10,157 △2.8 517 △16.4 453 △20.5 25 △44.9 550.93

通期 20,800 0.8 1,180 △8.7 1,060 △9.6 223 2.0 4,914.28
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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、４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） 

(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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

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12月期第1四半期 45,378株 21年12月期  45,358株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 45,368株 21年12月期第1四半期 45,080株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善により輸出産業を中心に一部に持ち直しの兆し

が見られたものの、雇用情勢の回復には至らず、依然として個人消費の低迷する厳しい状況で推移いたしました。 

 外食業界におきましても、雇用不安、所得減少を抱える消費者の生活防衛意識は強く、外食を手控える傾向が一段

と鮮明になってきており、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような環境下で当社グループは、「大衆というカテゴリーで日本一の外食企業になる」というスローガンのも

と当第１四半期連結会計期間において、串揚げビュッフェ業態の「串家物語」３店舗、セルフうどん業態の「つるま

る」６店舗を中心とした出店と、既存店の収益力強化に全社を挙げて注力しました。 

 「串家物語」はイオンモール新瑞橋店（愛知県名古屋市）等、大規模商業施設への出店を行った結果、当第１四半

期連結会計期間末の店舗数は54店舗（直営店36店舗、ＦＣ店18店舗）となりました。今後も引き続き、大規模商業施

設への出店を進めてまいります。 

 「つるまる」に関しては、３月25日に奈良県大和郡山市にグランドオープンしたイオンモール大和郡山店内のフー

ドコートへ出店し、好調な滑り出しとなっております。 

 「まいどおおきに食堂」は既存店の改善、出来立て商品の提供を実現するための店舗改装を計画的に進め、３月か

らはグランドメニューの改定も行いました。これらの施策実行によりお客様の満足度向上を実現します。 

 ＦＣ事業においては当社のトレーナーによる臨店指導を引続き強化し、既存店の業績改善を進めております。  

 以上の結果当第１四半期連結会計期間における売上高は49億９百万円(前年同期比7.6%減)、営業利益２億68百万円

(前年同期比14.9%減)、経常利益２億25百万円(前年同期比22.7%減)となりました。また、減損損失等の特別損失３億

10百万円を計上した結果、四半期純損失は68百万円(前年同期四半期純利益64百万円)となりました。当社グループで

の平成22年３月末時点の店舗数は707店舗（直営店276店舗、ＦＣ店425店舗、海外店6店舗）となりました。なお業態

別店舗数は以下のとおりです。 

  

  (1) 資産、負債、純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は３億36百万円減少し、

140億95百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から69百万円減少し、固定資産は２億74百万減少してお

ります。固定資産が減少した主な理由は、減価償却累計額の増加と投資有価証券の時価の下落等であります。  

 負債については、前連結会計年度末と比較して84百万円減少し、115億45百万円となりました。これは主に借入金

の返済等によるものであります。 

 純資産については、当四半期純損失の計上及び配当金の支払い等による利益剰余金の減少、投資有価証券の時価下

落によるその他有価証券評価差額金の減少等により、25億49百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが１億99百万円の

収入、投資活動によるキャッシュ・フローが42百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが１億87百万円の

支出となり、この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、37億45百万円となりました。

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。 

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

  直営店(国内) 直営店(海外) ＦＣ店 合計 

まいどおおきに食堂  124    4  374  502

神楽食堂 串家物語  36  －  18  54

手作り居酒屋 かっぽうぎ  26    －  29  55

浪花麺乃庄 つるまる  39  －  4  43

その他  51    2  －  53

合計  276  6  425  707

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは１億99百万円の増加となりました。主な

要因は、非現金支出である減価償却費１億77百万円、減損損失１億81百万円並びに仕入債務の減少82百万円、未収入

金の増加87百万円等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） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは42百万円の支出となりました。主な要因

は、定期預金の払戻しによる純収入が29百万円があったものの、直営店の新規出店等による有形固定資産の取得によ

る支出35百万円、敷金保証金の純支出34百万円等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） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは１億87百万円の支出となりました。主な

要因は、割賦債務の返済による支出95百万円、配当金の支払額78百万円等によるものであります。 

  

 平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月19日発表の業績予想から修正はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理  

 ①固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

 ②法人税等並びに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は、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末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り算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む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

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法

を採用しております。 

 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。 

  

 「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成22年３月31日以前に開始す

る連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を

適用しております。 

 これによる損益に与える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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,009,315 4,070,056

売掛金 349,345 442,023

たな卸資産 84,639 108,097

繰延税金資産 215,800 185,907

その他 938,249 852,411

貸倒引当金 △72,583 △64,723

流動資産合計 5,524,766 5,593,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,932,624 5,916,837

減価償却累計額 △2,274,958 △2,180,157

減損損失累計額 △329,071 △227,113

建物及び構築物（純額） 3,328,594 3,509,566

工具、器具及び備品 1,884,479 1,872,781

減価償却累計額 △1,386,284 △1,358,569

減損損失累計額 △26,493 △24,827

工具、器具及び備品（純額） 471,701 489,384

土地 137,272 137,272

建設仮勘定 84,344 73,198

その他 196,834 165,216

減価償却累計額 △40,196 △32,480

減損損失累計額 △21,732 －

その他（純額） 134,905 132,735

有形固定資産合計 4,156,819 4,342,158

無形固定資産 40,820 45,092

投資その他の資産   

投資有価証券 269,959 423,710

繰延税金資産 305,781 243,296

敷金及び保証金 3,215,661 3,197,994

その他 786,787 796,664

貸倒引当金 △244,501 △242,838

投資その他の資産合計 4,333,688 4,418,827

固定資産合計 8,531,327 8,806,079

繰延資産 39,013 32,193

資産合計 14,095,108 14,432,045
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 756,938 839,916

1年内返済予定の長期借入金 2,593,698 2,577,165

未払金 833,063 735,189

未払法人税等 27,701 90,264

訴訟損失引当金 31,000 31,000

その他 1,264,141 1,218,240

流動負債合計 5,506,543 5,491,777

固定負債   

社債 1,320,000 1,050,000

長期借入金 3,641,986 4,026,101

その他 1,076,772 1,062,418

固定負債合計 6,038,758 6,138,520

負債合計 11,545,301 11,630,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,170,545 1,169,969

資本剰余金 1,050,292 1,049,716

利益剰余金 398,128 557,546

株主資本合計 2,618,966 2,777,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,934 9,332

為替換算調整勘定 5,822 5,757

評価・換算差額等合計 △76,112 15,089

新株予約権 3,057 5,271

少数株主持分 3,894 4,153

純資産合計 2,549,806 2,801,747

負債純資産合計 14,095,108 14,432,045
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,315,673 4,909,823

売上原価 1,763,971 1,614,798

売上総利益 3,551,701 3,295,025

販売費及び一般管理費 3,236,490 3,026,928

営業利益 315,211 268,097

営業外収益   

受取利息 1,539 1,193

受取家賃 46,147 32,965

その他 10,776 4,308

営業外収益合計 58,463 38,467

営業外費用   

支払利息 43,836 40,383

社債利息 2,454 6,425

賃貸収入原価 32,848 28,066

持分法による投資損失 － 3,026

その他 3,250 3,507

営業外費用合計 82,391 81,409

経常利益 291,284 225,155

特別利益   

新株予約権戻入益 － 2,214

貸倒引当金戻入額 778 －

特別利益合計 778 2,214

特別損失   

店舗解約損 90,700 58,180

訴訟和解金 － 49,672

減損損失 26,543 181,934

その他 28,796 20,644

特別損失合計 146,041 310,431

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

146,021 △83,062

法人税等 82,287 △14,101

少数株主利益又は少数株主損失（△） △306 △258

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,040 △68,702
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

146,021 △83,062

減価償却費 204,076 177,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,056 9,522

受取利息及び受取配当金 △1,539 △1,193

支払利息 43,836 40,383

社債利息 2,454 6,425

株式交付費償却 535 －

社債発行費償却 384 1,697

持分法による投資損益（△は益） － 3,026

店舗解約損 90,700 58,180

減損損失 26,543 181,934

訴訟和解金 － 49,672

売上債権の増減額（△は増加） △12,240 92,679

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,818 23,458

仕入債務の増減額（△は減少） △27,539 △82,997

預け金の増減額(△は増加） △6,318 △197

未収入金の増減額（△は増加） 105,657 △87,150

立替金の増減額（△は増加） △12,785 38,163

前渡金の増減額（△は増加） △3,592 404

未払金の増減額（△は減少） △130,582 4,097

前受金の増減額（△は減少） △10,505 2,098

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,111 △28,680

その他 △48,544 △102,636

小計 411,549 302,914

利息及び配当金の受取額 1,539 1,193

利息の支払額 △46,765 △42,551

法人税等の支払額 △33,045 △62,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 333,277 199,046

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 △65,483 △65,524

定期預金の払戻による収入 65,438 95,491

有形固定資産の取得による支出 △140,608 △35,579

固定資産の除却による支出 △26,360 △2,345

貸付けによる支出 △22,000 △2,253

貸付金の回収による収入 450 1,511

長期前払費用の増減額(△は減少額） △5,010 －

敷金及び保証金の差入による支出 △12,060 △56,295

敷金及び保証金の回収による収入 84,354 21,350

その他 △1,351 849

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,630 △42,795
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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） 145,000 －

長期借入れによる収入 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △617,785 △667,668

社債の発行による収入 490,460 490,460

社債の償還による支出 △125,000 △130,000

株式の発行による収入 － 1,152

割賦債務の返済による支出 △109,402 △95,249

リース債務の返済による支出 － △7,213

配当金の支払額 △8,092 △78,700

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,179 △187,219

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,666 193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,493 △30,774

現金及び現金同等物の期首残高 3,200,115 3,776,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,490,609 3,745,691
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

内部管理上採用している事業別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

直営事業 当社直営店舗における売上高及び営業利益 

ＦＣ事業 当社フランチャイズ店舗より受領する加盟金、ロイヤリティ、店舗運営に必要な設備・備

品などの売上高及び営業利益 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

内部管理上採用している事業別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

直営事業 当社直営店舗における売上高及び営業利益 

ＦＣ事業 当社フランチャイズ店舗より受領する加盟金、ロイヤリティ、店舗運営に必要な設備・備

品などの売上高及び営業利益  

（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〕

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ事業 
（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  4,768,005  547,667  5,315,673  －  5,315,673

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,768,005  547,667  5,315,673  －  5,315,673

 営業利益  227,046  305,297  532,344  △217,132  315,211

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ事業 
（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  4,477,575  432,247  4,909,823  －  4,909,823

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,477,575  432,247  4,909,823  －  4,909,823

 営業利益  263,568  219,436  483,005  △214,908  268,097
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

   

前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 海外売上高が、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。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高が、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。   

〔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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