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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４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 16,659 7.1 2,409 1.9 2,468 1.8 1,173 12.1

22年３月期第１四半期 15,561 22.8 2,363 94.7 2,425 90.3 1,046 49.3

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 58 29 58 10

22年３月期第１四半期 50 12 50 03

 (2) 連結財政状態

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 53,173 27,753 52.1 1,375 44

22年３月期 53,914 27,053 50.1 1,342 06

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 27,709百万円 22年３月期 27,009百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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 ― 25 00 ― 25 00 50 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 25 00 ― 25 00 50 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 35,406 7.8 5,678 4.4 5,781 4.6 2,967 8.4 147 43

通期 71,583 6.4 11,005 2.5 11,206 2.6 5,909 19.9 293 64



 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
(注) 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の有無となります。 

  

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

 ※ 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、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）４ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.５「2．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (社名)          、除外 ― 社 （社名)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 23,286,230株 22年３月期 23,286,230株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,140,018株 22年３月期 3,160,564株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 20,136,800株 22年３月期１Ｑ 20,888,721株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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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、景気対策や外需の持ち直しにより一部回復傾向は見

られたものの、個人所得や雇用環境は依然として厳しく、また欧州諸国の財政危機が懸念されるなど先行

き不透明感が高まっております。 

 外食業界におきましては、所得環境の悪化や先行き不透明感による節約志向に加え、企業間でのサービ

スの差別化や価格競争が激化し、一段と厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは「新たなる進化」のスローガンのもと、立地ごとに異なるニーズ

に適応し、地元になくてはならない店作り、またそれを実践できる店長を中心とした社員の育成に一貫し

て取組んでまいりました。そうした一連の施策により、前年は大幅な客数増により売上・利益ともに急激

な成長を遂げましたが、当期は客数の伸びも落ち着きを取り戻す一方、天候不順やワールドカップ等の影

響も軽微に留まり、次第に安定的な成長に移行しつつあります。その結果、当第１四半期連結会計期間

は、既存店売上高前年同期比１．６％の増収となるとともに、売上・利益ともに増収・増益を達成するこ

とができました。 

 店舗展開の状況につきましては、当連結会計年度の出店計画に基づき、関東、関西地区を中心に直営７

店、フランチャイズ（以下ＦＣという）５店の新規出店がありました。これにより期末店舗数は、直営３

７１店（うちＬＳ[委託ライセンスシステム]５店）、ＦＣ１９６店（うち委託ＦＣ６店）となりました。

  
① 売上高 

連結売上高は、既存店が堅調であった他に新店効果もあり、前年同期に比べて１０億９７百万円

（７．１％）の増収で１６６億５９百万円となりました。 

 なお、直営店の既存店売上高は第１四半期の３ヶ月通算では前年同期に比べて１．６％の増収となり

ました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

＜ 連 結 経 営 成 績 サ マ リ ー ＞

 売上高 16,659 百万円 (前年同期比 7.1 ％増加）

 営業利益 2,409 百万円 (前年同期比 1.9 ％増加）

 経常利益 2,468 百万円 (前年同期比 1.8 ％増加）

 四半期純利益 1,173 百万円 (前年同期比 12.1 ％増加）

・ 全店客数前年同期比７．７％増(既存店２．２％増)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比１．６％増収…直営店実績
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② 営業利益 

人件費や減価償却費等の増加がありましたが、それを上回る増収効果により、前年同期に比べて４５

百万円（１．９％）増加し、２４億９百万円となりました。 

  
③ 経常利益 

増収効果や金融収支の改善等により、前年同期に比べて４２百万円（１．８％）増加し、２４億６８

百万円となりました。 

  
④ 四半期純利益 

資産除去債務会計基準適用に伴う特別損失の計上がありましたが、上記効果等の他前年は減損損失の

計上があったこともあり、前年同期に比べて１億２６百万円（１２．１％）増加し、１１億７３百万円

となりました。 

  

  

（資産の部） 

当第１四半期末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ７億４１百万円（１．４％）減少

し、５３１億７３百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ１２億９２百万円（１２．４％）減少し、９１億５７百万円と

なりました。主な要因は現金及び預金の減少等であります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ５億５１百万円（１．３％）増加し、４４０億１５百万円とな

りました。主な要因は建物及び構築物の増加等であります。 

（負債の部） 

当第１四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ１４億４０百万円（５．４％）減少

し、２５４億２０百万円となりました。主な増減要因は次のとおりであります。  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ１９億９７百万円（１１．９％）減少し、１４８億１３百万円

となりました。主な要因は未払法人税等の減少等であります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ５億５７百万円（５．５％）増加し、１０６億６百万円となり

ました。主な要因はその他の増加等であります。なお、借入金と社債の残高は１６１億８４百万円とな

りました。 

（純資産の部） 

当第１四半期末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ６億９９百万円（２．６％）増加

し、２７７億５３百万円となりました。主な要因は四半期純利益が１１億７３百万円になったこと等で

あります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の５０．１％から５２．１％となりまし

た。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１３億

１４百万円減少し、７５億９５百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、４億５９百万円（前年同期は２０億３２百万円の獲得）となりまし

た。増加の主要因は法人税等の支払額の増加です。  

 主な内訳は、税金等調整前四半期純利益２０億７４百万円に減価償却費６億６５百万円等を加えた額

から法人税等の支払額３５億７２百万円等を減じた額であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期より２億６１百万円（２９．０％）増加し、１１億６２百

万円となりました。増加の主要因は有形固定資産の取得による支出の増加です。  

 主な内訳は、有形固定資産の取得による支出１０億９５百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、３億８百万円（前年同期は２３億１５百万円の使用）となりまし

た。増加の主要因は自己株式の取得による支出の減少です。  

 主な内訳は、借入金等の純増加額７億８３百万円等による収入、配当金の支払額５億３百万円等によ

る支出であります。 

  

  

当初（平成22年５月14日決算発表時）の見通しに対して、当第１四半期連結業績は想定した範囲内の実

績であるため、達成できるものと見込み、業績予想は変更しておりません。 

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ６百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が３億１

５百万円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,656 8,968

売掛金 118 126

商品及び製品 82 81

原材料 208 177

その他 1,108 1,113

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 9,157 10,450

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 37,306 36,622

減価償却累計額 △23,737 △23,497

建物及び構築物（純額） 13,569 13,125

機械装置及び運搬具 2,412 2,389

減価償却累計額 △1,597 △1,547

機械装置及び運搬具（純額） 815 841

工具、器具及び備品 3,266 3,211

減価償却累計額 △2,547 △2,518

工具、器具及び備品（純額） 719 692

土地 20,697 20,700

建設仮勘定 197 342

有形固定資産合計 35,998 35,702

無形固定資産 72 77

投資その他の資産

投資有価証券 1,317 1,300

差入保証金 4,042 4,033

その他 2,727 2,506

貸倒引当金 △142 △156

投資その他の資産合計 7,944 7,684

固定資産合計 44,015 43,464

資産合計 53,173 53,914

㈱王将フードサービス（9936）平成23年3月期 第1四半期決算短信

－6－



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,417 1,557

1年内償還予定の社債 342 742

短期借入金 500 100

1年内返済予定の長期借入金 7,412 6,687

未払法人税等 1,147 3,700

賞与引当金 216 598

その他 3,776 3,424

流動負債合計 14,813 16,811

固定負債

社債 200 240

長期借入金 7,729 7,630

退職給付引当金 493 465

その他 2,182 1,712

固定負債合計 10,606 10,048

負債合計 25,420 26,860

純資産の部

株主資本

資本金 8,166 8,166

資本剰余金 9,036 9,041

利益剰余金 19,622 18,950

自己株式 △5,081 △5,114

株主資本合計 31,744 31,044

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26 24

土地再評価差額金 △4,064 △4,062

為替換算調整勘定 3 3

評価・換算差額等合計 △4,034 △4,034

新株予約権 43 44

純資産合計 27,753 27,053

負債純資産合計 53,173 53,914
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 15,561 16,659

売上原価 4,540 4,811

売上総利益 11,020 11,848

販売費及び一般管理費 8,657 9,438

営業利益 2,363 2,409

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 19 18

ＦＣ加盟料 24 24

受取地代家賃 17 17

雑収入 40 36

営業外収益合計 106 100

営業外費用

支払利息 30 23

賃貸費用 － 9

雑損失 14 8

営業外費用合計 44 41

経常利益 2,425 2,468

特別損失

固定資産除却損 20 84

固定資産売却損 － 0

減損損失 546 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 308

特別損失合計 567 393

税金等調整前四半期純利益 1,858 2,074

法人税、住民税及び事業税 1,191 1,110

法人税等調整額 △379 △209

法人税等合計 811 900

四半期純利益 1,046 1,173
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 1,858 2,074

減価償却費 559 665

減損損失 546 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 308

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 －

受取利息及び受取配当金 △23 △21

支払利息 30 23

固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産除却損 20 84

たな卸資産の増減額（△は増加） △10 △32

仕入債務の増減額（△は減少） △22 △139

未払消費税等の増減額（△は減少） 31 △184

その他 547 303

小計 3,574 3,114

利息及び配当金の受取額 7 21

利息の支払額 △31 △24

法人税等の支払額 △1,518 △3,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,032 △459

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） 1 △2

有形固定資産の取得による支出 △870 △1,095

有形固定資産の売却による収入 10 2

貸付けによる支出 △27 △49

貸付金の回収による収入 20 46

差入保証金の差入による支出 △32 △54

その他 △3 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △901 △1,162

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） 300 400

長期借入れによる収入 2,768 2,592

長期借入金の返済による支出 △1,586 △1,768

社債の償還による支出 △440 △440

自己株式の取得による支出 △2,859 △0

自己株式の処分による収入 3 27

配当金の支払額 △502 △503

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,315 308

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,183 △1,314

現金及び現金同等物の期首残高 6,072 8,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,888 7,595
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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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