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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1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12月期第1四半期 2,141 0.4 12 371.0 12 852.6 △7 ―
21年12月期第1四半期 2,132 △2.2 2 △95.7 1 △98.0 △23 ―

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 △1.11 ―
21年12月期第1四半期 △3.37 ―

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 6,713 3,685 54.4 519.81
21年12月期 6,859 3,716 53.7 524.17

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,654百万円 21年12月期  3,685百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
3.50 ― 3.50 7.00

3.  平成22年12月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

4,475 2.6 92 1.5 93 0.8 27 ― 3.95

通期 9,622 7.4 421 61.9 414 49.8 167 718.5 23.79
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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。〕 

(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） 

〔（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) 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 有

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 7,056,200株 21年12月期  7,056,200株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  25,300株 21年12月期  25,300株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 7,030,900株 21年12月期第1四半期 7,011,183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、当社が現在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、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、これまで世界経済の深刻な景気悪化の影響から厳しい状況が続い

ておりましたが、世界的不況の影響を受けた急速な景気悪化の底は脱したと考えられ、国内の設備投資や個人消

費の改善の兆しが見受けられるなど、明るい材料も見えてまいりました。 

当社が属する外食産業において、引き続き個人消費の低迷や価格競争によるデフレ傾向が加速し厳しい経営環境

下で推移するも、一方では、企業経営の優劣に伴う企業間の業績格差が表れてきました。 

このような環境のもと当社は、昨年１月より定めた「既存店昨対売上90％でも利益を出せる管理体制の構築」が

功を奏し、店舗における稼動管理、材料ロスと水道光熱費を削減する体制の維持が順調に推移するとともに、海

外における日本食レストラン事業のＦＣ展開や大型法人向けＦＣ加盟店の開発パッケージの準備など、将来の発

展に向けた積極的な事業展開を目指してまいりました。 

      営業網の整備におきましては、直営事業としては、得得事業部１店舗の新規出店、契約満了により１店舗を閉店

し店舗数は計117店舗となりました。また、ＦＣ事業は、新規加盟契約として、11件締結し、３店舗の新規出店と

２店舗の閉店で、店舗数は103店舗となり、合計店舗数は220店舗となりました。海外事業といたしましては、３

月に中国上海に１号店出店したことにより、海外ＦＣ店舗数は５店舗（シンガポール２店舗、タイ２店舗、中国

１店舗）となりました。  

      以上の営業活動の結果、当第１四半期会計期間の売上高21億４千１百万円（前年同期比0.4％の増加）、営業利

益１千２百万円（前年同期比371.0％の増加）、経常利益は、１千２百万円（前年同期比852.6％の増加）になり

ましたが、法人税等の計上により当第1四半期純損失は７百万円（前年同期は四半期純損失２千３百万円）となり

ました。 

  

（1） 財政状態  

 当第１四半期会計期間末における総資産は、67億１千３百万円となり、前事業年度末に比べ、１億４千５

百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金、のれんが減少したことによるものです。  

 負債総額は、30億２千８百万円となり、前事業年度末に比べ、１億１千４百万円の減少となりました。これ

は主に、買掛金及び未払金が減少したことによるものです。  

 また、純資産は、36億８千５百万円となり、前事業年度末に比べ、３千万円の減少となりました。これは主

に、利益剰余金が減少したことによるものです。  

  

（2） キャッシュ・フローの状態  

 当第１四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、前事業年度末に比べ１億４

百万円減少し３億５千３百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動により得られた資金は６千７百万円となりました。これは主に、減価償却費の計上（７千１百万

円）等によるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は１億２千１百万円となりました。これは主に、関係会社出資金の払込によ

る支出（△５千４百万円）、有形固定資産の取得（△５千８百万円）等によるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により使用した資金は４千９百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入（５億

円）、短期借入金の返済による支出（△５億４千万円）等によるものです。  

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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 平成22年２月４日(平成21年12月期決算発表時）に公表いたしました平成22年12月期の業績予想に変更はありませ

ん。   

  

  

 １．簡便な会計処理 

     繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法として、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年 

    度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前事業年度にお 

       いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

 ２．四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 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。  

  

  

表示方法の変更  

（四半期貸借対照表関係） 

 前第１四半期会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「長期貸付

金」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期会計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第１四半期会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「長期貸付金」は54,691千円であり

ます。 

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

平成22年12月期 第１四半期決算短信（非連結）
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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１四半期会計期間末 
(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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 382,995 479,113

受取手形及び売掛金 458,838 440,262

有価証券 20,000 20,000

商品及び製品 10,995 14,423

原材料及び貯蔵品 120,434 149,960

前払費用 78,142 82,104

繰延税金資産 33,523 33,523

未収入金 101,704 84,571

その他 26,332 36,865

貸倒引当金 △6,368 △6,225

流動資産合計 1,226,597 1,334,598

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,520,175 4,490,072

構築物 115,734 113,482

機械及び装置 150,249 150,249

車両運搬具 3,748 3,748

工具、器具及び備品 747,315 741,429

土地 930,435 930,435

リース資産 20,872 20,872

建設仮勘定 13,791 3,387

減価償却累計額 △3,749,082 △3,681,685

有形固定資産合計 2,753,240 2,771,992

無形固定資産   

のれん 260,763 316,641

リース資産 10,516 11,134

その他 19,706 19,395

無形固定資産合計 290,986 347,170

投資その他の資産   

投資有価証券 45,766 42,722

長期預金 50,000 50,000

出資金 1,672 1,672

関係会社出資金 54,996 －

繰延税金資産 5,478 6,714

長期貸付金 84,809 87,970

長期前払費用 21,342 21,901

敷金及び保証金 2,167,479 2,164,791

役員に対する保険積立金 － 17,974

その他 15,362 15,362

貸倒引当金 △3,813 △3,813

投資その他の資産合計 2,443,094 2,405,297

固定資産合計 5,487,322 5,524,461

資産合計 6,713,920 6,859,059

平成22年12月期 第１四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 379,023 435,498

短期借入金 80,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 696,854 672,848

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 6,644 6,644

未払金 307,299 361,914

未払費用 182,030 142,077

未払法人税等 11,237 19,797

預り金 56,598 71,939

未払消費税等 44,931 44,972

その他 1,211 1,749

流動負債合計 1,785,831 1,897,441

固定負債   

長期借入金 931,703 931,870

社債 60,000 70,000

リース債務 21,614 23,275

再評価に係る繰延税金負債 67,873 67,873

退職給付引当金 33,732 29,551

役員退職慰労引当金 43,251 41,422

長期預り保証金 83,212 80,072

その他 1,193 1,431

固定負債合計 1,242,580 1,245,496

負債合計 3,028,411 3,142,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,465,784 1,465,784

資本剰余金 1,425,506 1,425,506

利益剰余金 1,241,726 1,274,147

自己株式 △13,915 △13,915

株主資本合計 4,119,101 4,151,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,387 8,579

土地再評価差額金 △474,730 △474,730

評価・換算差額等合計 △464,342 △466,150

新株予約権 30,750 30,750

純資産合計 3,685,508 3,716,121

負債純資産合計 6,713,920 6,859,059
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,132,881 2,141,412

売上原価 1,865,638 1,840,110

売上総利益 267,243 301,301

販売費及び一般管理費 264,645 289,066

営業利益 2,598 12,235

営業外収益   

受取利息 938 686

不動産賃貸料 17,270 16,998

その他 2,467 1,340

営業外収益合計 20,675 19,026

営業外費用   

支払利息 8,665 7,291

不動産賃貸費用 10,439 10,181

その他 2,882 1,542

営業外費用合計 21,987 19,015

経常利益 1,285 12,246

特別損失   

固定資産廃棄損 16,558 1,390

固定資産売却損 52 －

店舗閉鎖損失 5,782 －

保険解約損 － 4,173

その他 － 862

特別損失合計 22,392 6,427

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △21,107 5,819

法人税等 2,546 13,632

四半期純損失（△） △23,653 △7,813

平成22年12月期 第１四半期決算短信（非連結）
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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１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△21,107 5,819

減価償却費 74,479 71,289

のれん償却額 55,877 55,877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,519 142

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,751 4,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,830 1,828

受取利息及び受取配当金 △938 △686

支払利息 8,665 7,291

社債利息 84 204

有形固定資産売却損益（△は益） 52 －

有形固定資産廃棄損 16,558 1,390

売上債権の増減額（△は増加） 1,393 △18,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,646 32,954

仕入債務の増減額（△は減少） △83,226 △56,475

未払費用の増減額（△は減少） 45,282 40,218

未払金の増減額（△は減少） △73,290 △57,268

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,269 △41

その他 △9,337 6,535

小計 40,973 94,687

利息及び配当金の受取額 1,230 900

利息の支払額 △8,615 △7,699

移転補償金の受取額 7,879 －

法人税等の支払額 △146,948 △20,563

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,481 67,323

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 － △8,000

有形固定資産の取得による支出 △65,026 △58,271

有形固定資産の売却による収入 500 852

無形固定資産の取得による支出 － △770

関係会社出資金の払込による支出 － △54,996

貸付金の回収による収入 3,902 2,207

敷金及び保証金の差入による支出 △26,983 △14,166

敷金及び保証金の回収による収入 21,965 11,478

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,642 △121,665

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 700,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △670,000 △540,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △196,155 △176,161

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 － △10,000

リース債務の返済による支出 － △1,661

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △21,850 △21,954

財務活動によるキャッシュ・フロー 111,949 △49,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,174 △104,117

現金及び現金同等物の期首残高 429,904 458,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 370,730 353,995
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 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
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