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1.  平成23年6月期第1四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年9月30日） 

（注）  当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を予定しております。前期首において株式分割が行われたものと仮定した場合
の平成23年６月期第１四半期における１株当たり四半期純利益は29円73銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は29円44銭、平成22年６月期第１
四半期における１株当たり四半期純利益は43円89銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は43円10銭であります。 

(2) 財政状態 

（注）  当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を予定しております。前期において株式分割が行われたものと仮定した場合の
平成23年６月期第１四半期における１株当たり純資産は650円82銭、平成22年６月期における１株当たり純資産は632円39銭であります。 
 

(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 ％

23年6月期第1四半期 3,824 21.3 334 10.0 341 10.0 125 △22.5

22年6月期第1四半期 3,151 11.3 303 30.5 309 37.2 162 40.7

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6月期第1四半期 89.19 88.32
22年6月期第1四半期 131.68 129.31

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6月期第1四半期 8,313 2,766 33.2 1,952.46
22年6月期 8,057 2,662 33.0 1,897.19

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  2,766百万円 22年6月期  2,662百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

（注）  当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を予定しております。当該株式分割が予定どおり行われた場合、平成23年６月
期の予想１株当たり配当金は、第２四半期末9円00銭、期末10円00銭、年間合計19円00銭となります。 

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6月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

27.00 ― 30.00 57.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
（注）  当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を予定しております。平成23年６月期の期首において株主分割が行われたもの
と仮定した場合の平成23年６月期の予想１株当たり当期純利益は、第２四半期（累計）27円64銭、通期124円11銭となります。 

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)

7,176 17.8 320 △25.8 334 △24.9 116 △46.7 82.91

通期 15,187 18.8 1,083 10.2 1,105 10.3 522 3.1 372.34



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２． その他の情報」をご覧ください。）

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6月期1Q 1,417,000株 22年6月期  1,403,500株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  225株 22年6月期  151株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 1,407,319株 22年6月期1Q 1,230,600株

※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、平成22年11月５日付けにて、四半期財務諸表に対する四半期
レビュー手続は終了しております。 

※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）Ｐ．３「１． 当四半期の業績等に関する定性的情報 （３） 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、経済政策効果や新興国向けの輸出の増加などから一部の企業に

おいて業績の改善が見られるものの、雇用情勢・所得環境の低迷や急激な円高の進行により、景気の先行きは不透

明な状況で推移しております。 

 外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりによる節約志向が続いており、低価格化による顧客獲

得指向が高まるなど、経営環境は依然として厳しくなっております。 

 このような環境の中で当社は、直営店の新規出店及びフランチャイズ加盟企業の獲得により業容の拡大を図りな

がら、経営目標である「お客様の心のリラックス」を実現するために、当社の強みであり接客の基本である「とび

っきりの笑顔」と「心からの元気」の実践を徹底し、顧客満足の向上を図ることで既存店舗の業績向上に取り組ん

で参りました。また、成長力のある業態を中心とした新規出店及び改装を推し進めるとともに、食べ放題メニュー

の導入などの既存顧客の満足度を高める活動や、新規顧客獲得のためのメディアを通じた販売促進活動など、ブラ

ンドの確立に努めて参りました。 

 店舗展開につきましては、直営店において５店舗の新規出店と12店舗の改装及び１店舗の閉店を、フランチャイ

ズ店において３店舗の新規出店と２店舗の改装及び１店舗の閉店を実施いたしました。これにより、当第１四半期

会計期間末におけるチェーン全体の店舗数は189店舗（直営店87店舗、フランチャイズ店102店舗）となりました。

 以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％増）、営業利益

千円（前年同期比 ％増）、経常利益 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 千円（前年同

期比 ％減）となりました。 

  

 当第１四半期会計期間におけるセグメント別の概況については、当社の事業は単一セグメントでありますので、

その概況を部門別に示すと次のとおりであります。 

 焼肉部門におきましては、１店舗の新規出店と５店舗の改装を実施し、売上高 千円（前年同期比

％増）となりました。 

 ラーメン部門におきましては、４店舗を新規出店し、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりまし

た。 

 お好み焼部門におきましては、７店舗の改装と１店舗の閉店を実施し、売上高 千円（前年同期比 ％

増）となりました。 

 専門店部門におきましては、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

 フランチャイズ部門におきましては、焼肉業態で１店舗の新規出店と１店舗の改装を実施し、ラーメン業態で２

店舗の新規出店と１店舗の改装を実施し、お好み焼き業態で１店舗の閉店を実施しました。売上高については、加

盟契約店舗数の増加による売上ロイヤルティ収入の増加等により、 千円（前年同期比 ％増）となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となり

ました。これは主に現金及び預金が増加したこと及び設備投資により有形固定資産が増加したこと等によるもの

であります。  

 当第１四半期会計期間末の負債は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となりま

した。これは主に資産除去債務を新たに計上したこと等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となり

ました。これは主に利益剰余金の増加によるものであり、自己資本比率は ％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 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、前事業年度末と比較し

千円増加し、 千円（前年同四半期比 千円増）となりました。当第１四半期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） 

 当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同四半期は 千円の

獲得）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益が 千円あったこと及び減価償却費 千円と賞与引当金の増加

千円によるキャッシュ・フローの増加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１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

3,824,238 21.3 334,071

10.0 341,025 10.0 125,524

22.5

2,096,071 29.5

741,039 25.0

445,785 6.0

155,773 6.9

385,568 2.8

8,313,401 256,145

5,547,172 152,507

2,766,228 103,638

33.2

85,753

1,954,732 556,655

423,698 82,357

233,117 129,794

76,946

204,319 213,530



使用）となりました。 

 これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が 千円あったこと等を反映したものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の

獲得）となりました。 

 これは主に、設備投資のための借入金の調達が 千円あったこと及び借入金の返済が 千円あった

こと等を反映したものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月期の業績予想につきましては、平成22年８月11日に公表しました内容に変更はございません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 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．特有の会計処理  

（税金費用の計算） 

 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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「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、営業利益及び経常利益が 千円減少し、税引前四半期純利益が 千円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

  

168,207

133,626 41,330

120,000 264,907

２．その他の情報

1,530 42,182

88,462



３．四半期財務諸表 
（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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,955,738 1,869,985

売掛金 194,519 197,126

商品及び製品 104,394 93,852

原材料及び貯蔵品 12,943 13,547

その他 268,348 249,066

貸倒引当金 △58 △61

流動資産合計 2,535,886 2,423,517

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,788,920 2,684,799

その他（純額） 1,160,185 1,154,842

有形固定資産合計 3,949,105 3,839,642

無形固定資産 68,802 69,609

投資その他の資産   

差入保証金 1,351,293 1,324,984

その他 410,803 399,501

貸倒引当金 △2,489 －

投資その他の資産合計 1,759,607 1,724,485

固定資産合計 5,777,514 5,633,738

資産合計 8,313,401 8,057,255

負債の部   

流動負債   

買掛金 424,499 374,848

短期借入金 217,002 188,000

1年内返済予定の長期借入金 969,106 1,026,068

未払法人税等 115,562 205,725

賞与引当金 76,946 －

株主優待引当金 28,836 12,695

その他 833,798 709,045

流動負債合計 2,665,750 2,516,382

固定負債   

長期借入金 2,030,600 2,118,545

退職給付引当金 120,229 112,493

役員退職慰労引当金 161,620 161,900

資産除去債務 91,210 －

その他 477,760 485,343

固定負債合計 2,881,421 2,878,282

負債合計 5,547,172 5,394,665



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 719,290 712,540

資本剰余金 618,459 611,574

利益剰余金 1,429,621 1,339,180

自己株式 △861 △615

株主資本合計 2,766,510 2,662,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △311 △254

評価・換算差額等合計 △311 △254

新株予約権 30 165

純資産合計 2,766,228 2,662,590

負債純資産合計 8,313,401 8,057,255



（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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,151,244 3,824,238

売上原価 886,481 1,128,959

売上総利益 2,264,763 2,695,279

販売費及び一般管理費 1,961,122 2,361,207

営業利益 303,640 334,071

営業外収益   

受取利息 3,134 3,033

受取配当金 22 31

受取賃貸料 4,890 －

協賛金収入 19,352 21,081

その他 1,499 2,838

営業外収益合計 28,899 26,984

営業外費用   

支払利息 17,703 15,018

貸倒引当金繰入額 － 2,489

賃貸収入原価 4,500 －

その他 526 2,523

営業外費用合計 22,729 20,030

経常利益 309,810 341,025

特別利益   

固定資産売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 12 2

特別損失   

前期損益修正損 5,146 －

固定資産除却損 2,407 11,371

投資有価証券評価損 2,884 －

店舗閉鎖損失 － 54,063

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,651

その他 － 1,823

特別損失合計 10,438 107,910

税引前四半期純利益 299,384 233,117

法人税等 137,341 107,593

四半期純利益 162,042 125,524



（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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７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   

税引前四半期純利益 299,384 233,117

減価償却費 106,309 129,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 2,486

株主優待引当金の増減額（△は減少） 20,327 16,140

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,081 76,946

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,661 7,736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,350 △280

受取利息及び受取配当金 △3,157 △3,064

支払利息 17,703 15,018

有形固定資産売却損益（△は益） △12 －

有形固定資産除却損 2,291 10,833

投資有価証券評価損益（△は益） 2,884 715

店舗閉鎖損失 － 50,942

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,651

売上債権の増減額（△は増加） △3,750 2,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,367 △9,937

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,305 △19,422

仕入債務の増減額（△は減少） 24,098 49,650

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,463 20,377

未払費用の増減額（△は減少） △1,730 22,862

その他の負債の増減額（△は減少） △79,404 △25,208

預り保証金の増減額（△は減少） 11,000 8,000

その他 1,253 △9,224

小計 437,153 620,744

利息及び配当金の受取額 33 55

利息の支払額 △16,410 △14,020

法人税等の支払額 △338,419 △183,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 82,357 423,698

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） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △192,348 △168,207

有形固定資産の売却による収入 190 6,721

無形固定資産の取得による支出 △6,669 －

差入保証金の差入による支出 △34,944 △58,223

差入保証金の回収による収入 20,382 23,374

その他 △141 △7,983

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,530 △204,319



（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30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） 101,501 29,002

長期借入れによる収入 214,000 120,000

長期借入金の返済による支出 △245,252 △264,907

割賦債務の返済による支出 △2,771 △2,812

株式の発行による収入 － 13,322

自己株式の取得による支出 － △245

配当金の支払額 △26,147 △27,984

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,330 △133,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △89,843 85,753

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,920 1,868,979

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,398,077 1,954,732



 該当事項はありません。  

  

  

 当社は飲食店事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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

（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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