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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3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3四半期 3,650 △1.0 109 34.4 95 82.7 71 186.2
21年6月期第3四半期 3,685 5.6 81 51.3 52 151.0 24 ―

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3四半期 42.74 42.72
21年6月期第3四半期 21.35 ―

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3四半期 4,164 1,269 30.5 761.93
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3四半期  1,269百万円 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  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 4,937 1.5 128 62.0 106 198.6 61 101.8 37.17



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3四半期 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3四半期  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3四半期 1,664,577株 21年6月期第3四半期 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。 



 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や新興国への輸出回復、また企業リストラ策の一巡

等により、企業収益は回復基調となりましたが、雇用回復までには至らず、経済全般のデフレ傾向が継続し、国内消

費は低調なまま推移しました。 

  外食産業におきましては、企業間競争は一段と激化し、低価格業態の一部に好調さが見られる一方で、顧客が選択

消費を強めた結果、個人店の廃業や、収益低下を余儀なくされる企業も増加しました。  

     このような環境下で当社は、当第３四半期会計期間に、株式会社グルメ杵屋から中華レストラン事業「阿詩瑪石 

   （アーシーマーシー）」６店舗を譲り受け（３月１日に１店舗、３月31日に５店舗）、３月１日に譲り受けた店舗 

   を、早速、当社の龍虎餐房(ロンフーダイニング)業態に業態転換の改装を実施しました。当第３四半期におきまして 

   はこの他の新規出店はなく、既存店改装は、前記の業態転換を含め３店舗で実施しました。 

     期末店舗数は71店舗（前第３四半期末比８店舗増）で、業態別店舗数では、「一刻魁堂」46店舗（同増減無し）、

   「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」11店舗（同増減無し）、「龍虎餐房」８店舗（同３店舗増）、「中華屋あん

   ず」１店舗（同増減無し）、「阿詩瑪石」５店舗（同５店舗増）であります。ただし阿詩瑪石５店舗につきましては

   売上高の計上はありません。  

     営業面では、正社員の積極採用ならびに教育訓練を進め組織強化を図りつつ、各業態で新メニューの投入や既存商

   品の強化を進め、積極的な広告宣伝も行いました。その結果、「一刻魁堂」業態、「龍虎餐房」業態は概ね好調に推

   移しましたが、「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」業態と「中華屋あんず」業態が苦戦し、全業態合計での当第

   ３四半期会計期間の既存店売上高は、前期同期間比3.4％減少しました。 

     また３月には本社近隣(名古屋市緑区)へ、新たに有松工場を開設し、これまで外注しておりましたラーメンの麺 

   を、自社内製品へと切り替え完了し、品質向上ならびに今後に向けて更なる原価低減の体制を整えました。  

     以上によりまして、当第３四半期会計期間の売上高は1,222百万円（前期同期間比0.8％増）となり、利益面では、

   業態転換や新工場開設の先行費用も発生しましたが、営業利益33百万円(同11.1％増)、経常利益23百万円（同11.4％

   増）、四半期純利益12百万円（同2.4％増）となり、増収増益となりました。 

  

  

（１）財政状態の分析 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は662百万円となり、前事業年度末に比べ140百万円増加いたしま

た。主な要因は、現金預金が111百万円増加したためであります。 

 固定資産は3,502百万円となり、前事業年度末に比べ18百万円増加いたしました。主な要因は、譲受け新店舗等

に伴う差入保証金が54百万円増加、償却、除却により有形固定資産が9百万円減少したためであります。 

 流動負債は1,548百万円となり、前事業年度末に比べ243百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が

189百万円増加したためであります。  

 固定負債は1,347百万円となり前事業年度末に比べ137百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金が170

百万円減少したためであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期会計期間末に比べ

て14百万円減少し444百万円となりました。なお、当第３四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３四半期会計期間において、営業活動により得られた資金は74百万円（前年同四半期は90百万円の収入）

となりました。これは主に税引前四半期純利益18百万円、減価償却費68百万円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３四半期会計期間において、投資活動により使用した資金は13百万円（前年同四半期は213百万円の支出）

となりました。これは主に新店・業態転換および改装に伴う有形固定資産の取得による支出16百万円によるもの

であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間において、財務活動により支出した資金は75百万円（前年同四半期は64百万円の支出）

となりました。これは主に短期借入金の純増加額158百万円、長期借入れによる収入50百万円があった一方、長期

借入金の返済による支出277百万円によるものであります。 

  

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
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    平成22年2月9日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

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 

期間按分して算出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３四半期会計期間末 
(平成22年３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 444,675 332,908

売掛金 162 135

預入金 81,128 68,310

製品 11,608 14,731

仕掛品 12,266 6,707

原材料及び貯蔵品 14,395 13,755

その他 97,765 84,571

流動資産合計 662,002 521,120

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,740,153 1,779,228

土地 588,273 586,122

その他（純額） 368,487 340,696

有形固定資産合計 2,696,914 2,706,047

無形固定資産   

その他 8,343 8,874

無形固定資産合計 8,343 8,874

投資その他の資産   

差入保証金 451,890 397,880

その他 345,809 371,163

投資その他の資産合計 797,699 769,044

固定資産合計 3,502,957 3,483,966

資産合計 4,164,960 4,005,087

負債の部   

流動負債   

買掛金 124,267 107,923

短期借入金 225,300 36,000

1年内返済予定の長期借入金 662,262 715,289

1年内償還予定の社債 60,000 100,000

未払法人税等 24,743 32,912

賞与引当金 26,855 6,429

その他 425,022 306,507

流動負債合計 1,548,451 1,305,062

固定負債   

社債 40,000 50,000

長期借入金 1,198,008 1,368,781

退職給付引当金 14,657 17,377

その他 94,523 48,475

固定負債合計 1,347,188 1,484,633

負債合計 2,895,640 2,789,695

- 3 -



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年３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 105,980 51,474

自己株式 △141 △141

株主資本合計 1,269,298 1,214,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,013 △344

評価・換算差額等合計 △1,013 △344

新株予約権 1,035 944

純資産合計 1,269,320 1,215,391

負債純資産合計 4,164,960 4,005,087
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,685,580 3,650,234

売上原価 983,878 937,216

売上総利益 2,701,702 2,713,017

販売費及び一般管理費 2,620,073 2,603,313

営業利益 81,628 109,704

営業外収益   

受取利息 1,328 795

受取配当金 36 33

賃貸不動産収入 50,625 48,362

その他 3,300 18,066

営業外収益合計 55,290 67,258

営業外費用   

支払利息 25,393 23,697

社債利息 2,726 1,052

社債発行費 － 718

賃貸不動産費用 48,970 46,115

その他 7,428 9,628

営業外費用合計 84,518 81,212

経常利益 52,401 95,749

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 81 161

特別利益合計 121 6,894

特別損失   

固定資産除却損 19,278 11,221

退店損失 2,020 －

特別損失合計 21,299 11,221

税引前四半期純利益 31,223 91,422

法人税、住民税及び事業税 6,365 20,270

法人税等合計 6,365 20,270

四半期純利益 24,858 71,151
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,212,666 1,222,023

売上原価 309,909 315,631

売上総利益 902,757 906,391

販売費及び一般管理費 872,628 872,933

営業利益 30,128 33,458

営業外収益   

受取利息 431 292

賃貸不動産収入 16,875 15,695

その他 1,183 803

営業外収益合計 18,489 16,791

営業外費用   

支払利息 8,507 7,979

社債利息 833 349

社債発行費 － 718

賃貸不動産費用 16,256 15,186

その他 2,272 2,910

営業外費用合計 27,869 27,144

経常利益 20,749 23,105

特別利益   

その他 81 －

特別利益合計 81 －

特別損失   

固定資産除却損 5,820 4,303

退店損失 615 －

特別損失合計 6,435 4,303

税引前四半期純利益 14,395 18,801

法人税、住民税及び事業税 2,269 6,382

法人税等合計 2,269 6,382

四半期純利益 12,126 12,419
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７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   

税引前四半期純利益 31,223 91,422

減価償却費 208,902 199,846

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 △2,720

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,698 20,426

受取利息及び受取配当金 △1,365 △829

支払利息 28,119 24,749

社債発行費 － 718

固定資産除却損 18,205 11,221

固定資産受贈益 － △6,733

売上債権の増減額（△は増加） 6 △27

預入金の増減額（△は増加） △30,386 △12,817

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,116 △3,076

仕入債務の増減額（△は減少） △13,139 16,343

未払金の増減額（△は減少） 13,223 11,535

未払費用の増減額（△は減少） 10,276 △3,230

その他 8,186 △9,987

小計 266,896 336,842

利息及び配当金の受取額 557 214

利息の支払額 △32,684 △29,658

法人税等の支払額 △7,601 △24,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,167 283,119

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） 3,000 －

有形固定資産の取得による支出 △338,657 △66,657

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 12,362 10,090

差入保証金の差入による支出 △47,125 △5,406

その他 10,688 1,029

投資活動によるキャッシュ・フロー △360,732 △60,942
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７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） － 189,300

長期借入れによる収入 682,182 435,000

長期借入金の返済による支出 △553,425 △658,800

社債の発行による収入 － 49,281

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

リース債務の返済による支出 － △9,663

設備関係割賦債務の返済による支出 △2,235 △695

配当金の支払額 △11,596 △14,831

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,925 △110,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,639 111,766

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 81,511 444,675
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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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