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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 34,319 4.5 5,151 △5.3 5,250 △5.0 2,754 0.6
22年3月期第2四半期 32,839 22.2 5,438 77.1 5,525 75.2 2,737 53.2

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2四半期 136.76 136.43
22年3月期第2四半期 133.42 132.95

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2四半期 52,976 29,271 55.2 1,450.68
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2四半期  29,228百万円 22年3月期  27,009百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 25.00
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 70,250 4.4 10,070 △6.3 10,280 △5.9 5,450 10.6 270.55



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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。）

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） 23年3月期2Q 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2Q  3,138,018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2Q 20,141,263株 22年3月期2Q 20,515,484株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月15日（月）・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会（大阪） 

・平成22年11月16日（火）・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会（東京） 

     

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気は回復に向かいながらも、急激な円高や中国と

の外交問題、また景気対策の終了による回復の鈍化懸念など、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、値下げ等の販促活動や新商品投入を多くの企業が行うなど厳しい競争環境で

はありましたが、消費者の節約疲れの影響もあってか多数企業で売上高が前年対比プラスとなるなど若干

の回復傾向が見られました。 

 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、「より美味しく、より安

く、そしてスピーディーに」料理を提供するという王将の原点を今一度見つめ直すとともに、お客様に楽

しみと喜びを与え続けられるよう、店長を中心とした従業員のレベルアップに努めております。 

 また、従業員の進化のみならず、７月には東北地方２号店となる仙台六丁の目店、９月には名神高速道

路に当社グループ初のサービスエリアへの出店となるEXPASA多賀店をオープンさせるなど、新しい地域・

立地への出店も積極的に模索し、業容の拡大をはかっております。 

 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１

４店、フランチャイズ（以下ＦＣという）６店の新規出店、ＦＣから直営に１店を移行し、直営２店、Ｆ

Ｃ１店の閉鎖がありました。これにより期末店舗数は、直営３７７店（うちＬＳ[委託ライセンスシステ

ム]５店）、ＦＣ１９５店（うち委託ＦＣ５店）となりました。 

 こうした取組の結果、売上・純利益ともに増収増益を達成するなど、業績は堅調に推移いたしました。

  
① 売上高 

連結売上高は、新店効果等により、前年同期に比べて１４億７９百万円（４．５％）の増収で３４３

億１９百万円となりました。 

 なお、直営店の既存店売上高は第２四半期の６ヶ月通算で前年同期に比べて１.５％の減収となりま

したが、一昨年同期比では１７．６％の増収となり、前期の好業績が当期の既存店売上の底上げに繋が

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 34,319 百万円 (前年同期比 4.5 ％増加）

 営業利益 5,151 百万円 (前年同期比 5.3 ％減少）

 経常利益 5,250 百万円 (前年同期比 5.0 ％減少）

 四半期純利益 2,754 百万円 (前年同期比 0.6 ％増加）

・ 全店客数前年同期比５．６％増(既存店０．５％減)…直営店実績

・ 既存店売上高対前年同期比１．５％減収…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により、前年同期に比べて２億８７百万円（５．３％）減少し、５１億

５１百万円となりました。 

  
③ 経常利益 

金融収支の改善等ありましたが、上記理由等により、前年同期に比べて２億７４百万円（５．０％）

減少し、５２億５０百万円となりました。 

  
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、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１７百万円（０．６％）増加し、２７億５４百万円となりました。 

  

  

（資産の部） 

当第２四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９億３８百万円（１．７％）減少

し、５２９億７６百万円となりました。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１７億８４百万円（１７．１％）減少し、８６億６５百万円と

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８億４６百万円（１．９％）増加し、４４３億１０百万円とな

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２四半期末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ３１億５５百万円（１１．７％）減

少し、２３７億４百万円となりました。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２０億円（１１．９％）減少し、１４８億１１百万円となりま

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１１億５５百万円（１１．５％）減少し、８８億９３百万円と

なりました。主な要因は長期借入金の減少等であります。なお、借入金と社債の残高は１３８億６０百

万円となりました。 

（純資産の部） 

当第２四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２２億１７百万円（８．２％）増

加し、２９２億７１百万円となりました。主な要因は四半期純利益が２７億５４百万円になったこと等

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５５．２％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２四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１７億

２５百万円減少し、７１億８３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期より２８億２８百万円（５１．４％）減少し、２６億７６

百万円となりました。減少の主要因は法人税等の支払額の増加であります。  

 主な内訳は、税金等調整前四半期純利益４７億９６百万円に減価償却費１３億９０百万円等を加えた

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３億７２百万円（１８．５％）増加し、２３億８７百

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あります。  

 主な内訳は、有形固定資産の取得による支出２３億６６百万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） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同期より２２億３４百万円（５２．６％）減少し、２０億１４

百万円となりました。減少の主要因は自己株式の取得による支出の減少であります。  

 主な内訳は、借入金等の純減少額１５億４０百万円や配当金の支払額５億３百万円等による支出であ

ります。 

  

  

平成22年９月21日に修正発表した業績予想の見通しに対して、当第２四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 

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１４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が３億

２３百万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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 7,247 8,968

売掛金 77 126

商品及び製品 85 81

原材料 209 177

その他 1,057 1,113

貸倒引当金 △11 △16

流動資産合計 8,665 10,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,755 36,622

減価償却累計額 △23,996 △23,497

建物及び構築物（純額） 13,759 13,125

機械装置及び運搬具 2,475 2,389

減価償却累計額 △1,643 △1,547

機械装置及び運搬具（純額） 832 841

工具、器具及び備品 3,281 3,211

減価償却累計額 △2,560 △2,518

工具、器具及び備品（純額） 720 692

土地 20,936 20,700

建設仮勘定 123 342

有形固定資産合計 36,372 35,702

無形固定資産 66 77

投資その他の資産   

投資有価証券 1,210 1,300

差入保証金 4,057 4,033

その他 2,753 2,506

貸倒引当金 △150 △156

投資その他の資産合計 7,871 7,684

固定資産合計 44,310 43,464

資産合計 52,976 53,914
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,543 1,557

1年内償還予定の社債 330 742

短期借入金 200 100

1年内返済予定の長期借入金 7,125 6,687

未払法人税等 2,248 3,700

賞与引当金 650 598

その他 2,713 3,424

流動負債合計 14,811 16,811

固定負債   

社債 100 240

長期借入金 6,104 7,630

退職給付引当金 501 465

資産除去債務 482 －

その他 1,705 1,712

固定負債合計 8,893 10,048

負債合計 23,704 26,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,166 8,166

資本剰余金 9,035 9,041

利益剰余金 21,157 18,950

自己株式 △5,077 △5,114

株主資本合計 33,281 31,044

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37 24

土地再評価差額金 △4,018 △4,062

為替換算調整勘定 2 3

評価・換算差額等合計 △4,052 △4,034

新株予約権 43 44

純資産合計 29,271 27,053

負債純資産合計 52,976 53,914
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 32,839 34,319

売上原価 9,547 10,024

売上総利益 23,292 24,294

販売費及び一般管理費 17,853 19,143

営業利益 5,438 5,151

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 20 19

ＦＣ加盟料 45 45

受取地代家賃 35 34

雑収入 65 68

営業外収益合計 174 175

営業外費用   

支払利息 57 42

賃貸費用 － 18

雑損失 30 14

営業外費用合計 87 75

経常利益 5,525 5,250

特別利益   

固定資産売却益 － 10

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産除却損 157 132

固定資産売却損 － 23

減損損失 546 －

投資有価証券評価損 20 －

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 724 464

税金等調整前四半期純利益 4,800 4,796

法人税、住民税及び事業税 2,486 2,169

法人税等調整額 △423 △127

法人税等合計 2,063 2,042

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,754

四半期純利益 2,737 2,754
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 4,800 4,796

減価償却費 1,185 1,390

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） 23 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58 35

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 △27 △26

支払利息 57 42

投資有価証券評価損益（△は益） 20 －

固定資産売却損益（△は益） － 13

固定資産除却損 157 132

たな卸資産の増減額（△は増加） △34 △36

仕入債務の増減額（△は減少） 39 △13

未払消費税等の増減額（△は減少） 25 △301

その他 192 △82

小計 7,054 6,265

利息及び配当金の受取額 27 26

利息の支払額 △58 △42

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 5,505 2,676

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 △4

有形固定資産の取得による支出 △1,943 △2,366

有形固定資産の売却による収入 10 83

貸付けによる支出 △62 △55

貸付金の回収による収入 47 71

差入保証金の差入による支出 △73 △103

その他 8 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,014 △2,387

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） － 100

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 △3,228 △3,680

社債の償還による支出 △627 △552

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 199 30

配当金の支払額 △502 △503

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,249 △2,014

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） △758 △1,725

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 5,314 7,183
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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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