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1.  平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年6月20日） 

（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

(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）

営業収益 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 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 1,566 △2.9 1,449 △3.1 33 ― 87 94.6 53 143.0
22年3月期第1四半期 1,613 ― 1,495 ― △15 ― 44 ― 21 ―

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

23年3月期第1四半期 3.39 ―
22年3月期第1四半期 1.33 ―

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

23年3月期第1四半期 4,495 2,829 63.0 180.76
22年3月期 4,243 2,813 66.3 179.69

（参考） 自己資本   23年3月期第1四半期  2,829百万円 22年3月期  2,813百万円

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

22年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年3月期 ―
23年3月期 

（予想）
2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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  
（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

営業収益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,306 △2.4 3,058 △2.8 141 56.1 188 14.8 97 21.4 6.19

通期 6,386 0.2 5,917 0.1 179 39.1 254 5.3 110 15.4 7.02
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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  
詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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） 

詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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 
上記の業績見通しは、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。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる
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 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） 23年3月期第1四半期 16,040,558株 22年3月期  17,040,558株
② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期  385,931株 22年3月期  1,385,113株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年3月期第1四半期 15,655,191株 22年3月期第1四半期 16,386,067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、一部に持ち直しの兆しがみられるものの、雇用や個人所得の

不安を背景とした個人消費の低迷など、依然として先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

外食産業におきましても、消費者の節約志向、外食の抑制などにより、企業経営環境は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グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は、「食」への安心・安全の確保はも

とより、競争の激しさを増す外食産業を生き抜くために、お客様の信頼を 優先にして現状の改善を進めておりま

す。ハード・ソフトの両面からお客様に新しい価値観を提供することを重要課題として取り組み、店舗改装による

店舗イメージの刷新、ひとつひとつの食材の見直し、より高品質・より健康志向の商品を開発して提供することに

注力しております。そして「接客が素晴らしい」といわれるサービスの維持向上に努めております。 

当第１四半期連結会計期間末の当社グループの店舗展開の状況につきましては、加盟店４店舗（内海外１店

舗）、直営店１店舗を新規開店する一方、加盟店５店舗（内海外３店舗）、直営店１店舗の閉店があり、店舗数は

248店舗（前年同期比９店舗減、内海外５店舗減）となっております。その内訳は、らーめん事業143店舗、和食事

業11店舗、海外94店舗であります。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は14億49百万円（前年同期比3.1％減）となり、営業収益（売

上高とロイヤリティ収入等の合計）は15億66百万円（前年同期比2.9％減）となりましたが、営業利益は33百万円

（前年同期比48百万円増）、経常利益は87百万円（前年同期比94.6％増）、当期純利益は53百万円（前年同期比

143.0％増）を確保することができました。 

  

事業の部門別の状況につきましては次のとおりであります。 

（ＦＣ部門） 

８番らーめんフランチャイズチェーン事業においては、立地変化に対応したスクラップアンドビルドや店舗改

装による店舗イメージの刷新、より高品質・より健康志向の商品の提供、接客サービスの維持向上に取り組んで

おりますが、依然として厳しい状況が続いております。 

海外出店活動は、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確立、新規出店、スクラップアンドビルドに

取り組んでおります。４月から５月にかけて生じたタイ王国バンコク市街地での騒乱は、一部店舗の休業を余儀

なくされるなどの影響を受けましたが、市街地を離れた店舗は活況を呈し、エリア全体では前年売上を確保でき

ております。 

当第１四半期連結会計期間における店舗展開の状況は、新規出店４店舗（内海外１店舗）、閉店が５店舗（内

海外３店舗）ありました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の加盟店舗数は218店舗（内海外94店舗）、加盟店向け製商品売上高

は６億11百万円（前年同期比4.1％増）となりました。 

（直営部門） 

直営部門においては、和食事業直営店「自然百菜 野ふうど高尾庵」を新規に開店いたしました。また、らー

めん事業直営店を１店舗閉店いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末店舗数は30店舗（前年同期比４店舗減）、売上高は６億67百万円（前

年同期比7.8％減）となりました。 

（外販部門） 

当社製品を主要販売品目とする外販部門は、生麺ブランド「八番麺工房（はちばんめんこうぼう）」を国内各

地の生活協同組合様、量販店様を中心に販売の拡大に努めております。当第１四半期連結会計期間の売上高は、

販売先様の販売計画の一部が第２四半期にずれ込んだことにより、売上高は１億71百万円（前年同期比7.8％

減）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ２億51百万円増加して44億95百

万円（前連結会計年度比5.9％増）となりました。これは主に現金及び預金が95百万円と売掛金が65百万円増加

したことによるものであります。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ２億34百万円増加して16億65百

万円（前連結会計年度比16.4％増）となりました。これは主に長期借入金が２億32百万円増加したことによるも

のであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加して28億29百万

円（前連結会計年度比0.6％増）となりました。これは主に利益剰余金が21百万円増加したことによるものであ

ります。 

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、短期借入金

の純減少が２億17百万円あったものの、長期借入れによる収入３億円と税金等調整前四半期純利益が86百万円あ

ったことにより、前連結会計年度末に比べ、95百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末現金は４億84百万円

（前年同期比13.7％増）となりました。  

 当第１四半期連結会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） 

 営業活動によって得られた資金は、92百万円（前年同期比7.0%減）となりました。これは主に税金等調整前四

半期純利益が86百万円（前年同期比108.4％増）あったこと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） 

 投資活動によって使用した資金は、49百万円（前年同期比36.2％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出49百万円(前年同期比33.0％減)があったこと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） 

 財務活動によって得られた資金は、52百万円（前年同期より92百万円増）となりました。これは主に、短期借

入金の純減少が２億17百万円（前年同期比２億16百万円増）あったものの、長期借入れによる収入３億円（前年

同期比３億円増）があったことによるものであります。  

  

 平成22年４月30日に公表しました内容から変更はありません。 

 該当事項はありません。  

  

 法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

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６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 487,020 391,415

売掛金 426,127 360,290

商品及び製品 68,402 59,439

原材料及び貯蔵品 31,565 29,542

繰延税金資産 66,247 53,953

その他 107,220 95,883

貸倒引当金 △548 △713

流動資産合計 1,186,036 989,811

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 879,923 841,658

機械装置及び運搬具（純額） 86,480 72,874

工具、器具及び備品（純額） 93,822 84,860

土地 1,079,594 1,079,594

有形固定資産合計 2,139,821 2,078,988

無形固定資産 49,054 54,892

投資その他の資産   

投資有価証券 302,113 310,875

関係会社出資金 59,920 59,920

差入保証金 359,782 358,294

保険積立金 245,759 244,724

繰延税金資産 95,894 89,290

その他 83,313 83,745

貸倒引当金 △26,583 △26,851

投資その他の資産合計 1,120,199 1,119,999

固定資産合計 3,309,076 3,253,879

資産合計 4,495,112 4,243,690

負債の部   

流動負債   

買掛金 213,902 209,450

短期借入金 179,412 336,420

未払法人税等 44,817 25,753

賞与引当金 125,823 78,631

未払費用 262,764 228,672

その他 104,460 53,898

流動負債合計 931,180 932,825

固定負債   

長期借入金 260,860 28,789
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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６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月20日) 

長期未払金 256,920 256,920

長期預り保証金 216,378 211,925

固定負債合計 734,158 497,635

負債合計 1,665,339 1,430,460

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,518,454 1,518,454

資本剰余金 1,151,650 1,481,671

利益剰余金 295,386 273,484

自己株式 △127,365 △457,136

株主資本合計 2,838,126 2,816,474

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,352 △3,244

評価・換算差額等合計 △8,352 △3,244

純資産合計 2,829,773 2,813,229

負債純資産合計 4,495,112 4,243,690
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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３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

売上高 1,495,899 1,449,339

売上原価 738,278 727,038

売上総利益 757,620 722,300

営業収入 117,300 117,106

営業総利益 874,920 839,407

販売費及び一般管理費   

運賃 67,901 67,896

役員報酬 28,399 28,140

給料及び手当 313,976 290,520

賞与引当金繰入額 39,159 40,775

退職給付費用 4,819 4,679

役員退職慰労金 30,487 －

地代家賃 70,606 64,829

水道光熱費 44,108 40,832

減価償却費 32,372 27,569

その他 258,089 241,129

販売費及び一般管理費合計 889,921 806,372

営業利益又は営業損失（△） △15,001 33,035

営業外収益   

受取利息 777 1,724

受取配当金 39,397 38,443

受取地代家賃 15,895 17,239

受取保険料 － 707

受取手数料 11,300 8,952

設備賃貸料 4,006 3,963

その他 6,511 1,966

営業外収益合計 77,888 72,997

営業外費用   

支払利息 862 1,545

賃貸費用 15,245 16,341

その他 2,036 1,063

営業外費用合計 18,144 18,949

経常利益 44,743 87,083

特別損失   

固定資産除却損 3,016 114

特別損失合計 3,016 114

税金等調整前四半期純利益 41,726 86,968

法人税、住民税及び事業税 25,000 49,000

法人税等調整額 △5,173 △15,243

法人税等合計 19,827 33,756

四半期純利益 21,898 53,212
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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３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20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 41,726 86,968

減価償却費 41,914 40,130

為替差損益（△は益） △4,366 212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △230,187 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,913 47,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △505 △433

受取利息及び受取配当金 △40,174 △40,167

支払利息 862 1,545

有形固定資産除却損 3,016 114

売上債権の増減額（△は増加） △23,162 △65,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,988 △10,986

仕入債務の増減額（△は減少） 29,911 4,451

長期未払金の増減額（△は減少） 260,246 －

その他 3,386 16,976

小計 113,594 80,168

利息及び配当金の受取額 40,174 40,167

利息の支払額 △782 △1,206

法人税等の支払額 △53,532 △26,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,454 92,494

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 300

有形固定資産の取得による支出 △73,475 △49,262

無形固定資産の取得による支出 △1,110 －

差入保証金の差入による支出 △19,250 △7,606

差入保証金の回収による収入 1,785 6,117

貸付金の回収による収入 14,800 1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,250 △49,250

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） △1,000 △217,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △14,594 △7,937

自己株式の取得による支出 △207 △250

配当金の支払額 △23,821 △21,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,622 52,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,144 △212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,273 95,904

現金及び現金同等物の期首残高 441,604 388,715

現金及び現金同等物の四半期末残高 426,330 484,620
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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３月21日 至平成21年６月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高及び

営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、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３月21日 至平成22年６月20日） 

 食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業および飲食店の経営等）の売上高及び

営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、記載を省略しております。  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年６月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高及び営業損益についての記載は行

っておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

 当社および連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高及び営業損益についての記載は行

っておりません。 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月21日 至平成21年６月20日） 

 海外売上高は、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（自平成22年３月21日 至平成22年６月20日） 

 海外売上高は、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。 

   

（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〕

〔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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(1)生産、受注及び販売の状況  

① 生産実績 

（注）１．金額は、製造原価によって表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。  

６．その他の情報

  （千円未満は切捨表示）

区分 

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年６月20日 

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

生麺類  172,432  61.8  147,559  53.7  △24,872  △14.4

タレ類  35,355  12.7  34,451  12.5  △904  △2.6

餃子類  71,013  25.5  92,887  33.8  21,874  30.8

合計  278,800  100.0  274,898  100.0  △3,902  △1.4

  （千円未満は切捨表示）

区分 

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年６月20日 

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

米飯類  51,620  11.0  53,022  11.5  1,401  2.7

肉類  95,050  20.2  81,597  17.7  △13,452  △14.2

スープ類  13,187  2.8  11,571  2.5  △1,616  △12.3

野菜魚介類  97,060  20.6  104,465  22.7  7,405  7.6

調味料類  55,826  11.9  36,121  7.8  △19,705  △35.3

備品消耗品類  22,533  4.8  26,679  5.8  4,145  18.4

その他  135,179  28.7  147,646  32.0  12,466  9.2

合計  470,458  100.0  461,103  100.0  △9,354  △2.0
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④ 販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

⑤ 部門別売上実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  （千円未満は切捨表示）

区分 

前第１四半期連結累計期間
自 平成21年３月21日 
至 平成21年６月20日 

当第１四半期連結累計期間
自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日 

増減額 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

製品 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

生麺類  229,090  14.2  205,333  13.1  △23,757  △10.4

タレ類  71,701  4.4  69,009  4.4  △2,691  △3.8

餃子類  99,220  6.2  95,859  6.1  △3,360  △3.4

小計  400,011  24.8  370,202  23.6  △29,808  △7.5

商品 

米飯類  48,605  3.0  51,641  3.3  3,036  6.2

肉類  100,706  6.2  100,944  6.4  237  0.2

スープ類  41,686  2.6  38,862  2.5  △2,824  △6.8

野菜魚介類  31,094  1.9  51,664  3.3  20,569  66.2

調味料類  34,804  2.2  34,891  2.2  87  0.3

備品消耗品類  28,288  1.8  35,454  2.3  7,166  25.3

その他  87,378  5.4  98,483  6.3  11,104  12.7

小計  372,564  23.1  411,942  26.3  39,377  10.6

製品商品計  772,576  47.9  782,145  49.9  9,568  1.2

直営店売上計  723,322  44.8  667,193  42.6  △56,129  △7.8

売上高計  1,495,899  92.7  1,449,339  92.5  △46,560  △3.1

営業収入計  117,300  7.3  117,106  7.5  △193  △0.2

営業収益計  1,613,199  100.0  1,566,445  100.0  △46,753  △2.9

  （千円未満は切捨表示）

区分 

前第１四半期連結累計期間 
自 平成21年３月21日 
至 平成21年６月20日 

当第１四半期連結累計期間 
自 平成22年３月21日 
至 平成22年６月20日 

増減額 

営業収益 
[売上高] 

構成比 
営業収益 
[売上高] 

構成比 
営業収益 
[売上高] 

前期比 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

ＦＣ部門 
 

 

704,287

[586,987]

 

 

43.7

[39.2]

 

 

728,119

[611,012]

 

 

46.5

[42.2]

 

 

23,831

[24,025]

 

 

3.4

[4.1]

直営部門 
 

 

723,322

[723,322]

 

 

44.8

[48.4]

 

 

667,193

[667,193]

 

 

42.6

[46.0]

 

 

△56,129

[△56,129]

 

 

△7.8

[△7.8]

外販部門 
 

 

185,588

[185,588]

 

 

11.5

[12.4]

 

 

171,132

[171,132]

 

 

10.9

[11.8]

 

 

△14,456

[△14,456]

 

 

△7.8

[△7.8]

合計 
 

 

1,613,199

[1,495,899]

 

 

100.0

[100.0]

 

 

1,566,445

[1,449,339]

 

 

100.0

[100.0]

 

 

△46,753

[△46,560]

 

 

△2.9

[△3.1]
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