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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） 

 

(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 ％

23年6月期第1四半期 1,390 10.1 26 △60.1 16 △71.0 △159 ―
22年6月期第1四半期 1,263 2.6 67 248.8 57 545.9 52 705.6

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 △95.64 ―
22年6月期第1四半期 31.32 31.31

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 4,346 1,042 24.0 625.59
22年6月期 3,979 1,219 30.6 731.38

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  1,042百万円 22年6月期  1,218百万円

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   

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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  有   

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)

2,722 12.1 65 △14.5 48 △33.3 △141 ― ―

通期 5,405 10.3 148 111.4 114 107.3 △98 ― △59.06
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(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「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 1,665,900株 22年6月期  1,665,900株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  295株 22年6月期  295株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 1,665,605株 22年6月期1Q 1,664,577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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであり実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報  

  当第１四半期の経済概況は、新興国の需要拡大を背景とし引き続きゆるやかな持ち直しを見せましたが、政府の

経済対策の息切れや急速な円高による影響も一部に現れてきました。個人消費におきましては、長引く雇用調整に

よる出費の抑制傾向のなか、記録的な猛暑の影響もあり、業種や取扱商品により明暗を分けました。 

外食産業におきましては、牛丼250円、回転寿司の一皿90円販売、270円均一の居酒屋等、低価格化競争の再燃に

象徴されるよう、企業間競争は一段と激化しました。 

  

このような環境下で当社は、当第１四半期に「龍虎餐房(ロンフーダイニング)」京都ハナ店１店舗を新規出店す

ると共に、５店舗で改装を実施しました。 

業態転換を伴う改装として、前期３月に資本業務提携先の株式会社グルメ杵屋から譲り受けた中華レストラン

「阿詩瑪石（アーシーマーシー）」６店舗の内、前期３店舗に続き、福山駅サンステーションテラス店および呉ゆ

めタウン店の２店舗を「龍虎餐房」に業態転換し、また新業態として中華厨房「ロンフー亭」を開発、「中華定

食」三好食堂と「中華屋あんず」豊明店の２店舗を「ロンフー亭」へと業態転換しました。加えて「一刻魁堂」業

態においては外観内装に新たなデザインを採用し、羽島店で改装を実施しました。 

これらにより当第１四半期会計期間末の店舗数は72店舗（前第１四半期末比７店舗の増加）となりました。ま

た、業態別の店舗数は、「一刻魁堂」46店舗（同増減なし）、「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」10店舗（同

１店舗の減少）、「ロンフー亭」２店舗（同２店舗の増加）、「龍虎餐房」13店舗（同６店舗の増加）、および

「阿詩瑪石」１店舗（同１店舗の増加）となり、「中華屋あんず」業態は撤収しました。  

営業面では、前記改装の他、引き続き積極的な広告宣伝を行い、各店舗への正社員配置数を増加させ店舗運営力

向上を図った結果、既存店の売上高は前第１四半期会計期間比で100.5％となりましたが、猛暑の影響を受け野菜価

格等が高値推移し、また有松工場立ち上げに伴う生産性低下等もあり、原価率は当第１四半期において前第１四半

期比2.7ポイント悪化しました。 

  

以上によりまして、当第１四半期会計期間の売上高は、1,390百万円（前期同期間比10.1％増）となりました。 

利益面では、店舗での人員配置適正化の遅れによる人件費増大、新店および業態転換の合計５店舗での開業諸費

用、および猛暑によるエネルギーコストの増大等もあり、残念ながら営業利益26百万円(同60.1％減)、経常利益16

百万円（同71.0％減）となりました。また、特別損失として、資産除去債務会計基準に伴う影響額19百万円、不採

算店の減損損失130百万円、退店に伴う損失５百万円、および改装に伴う固定資産除却損11百万円を計上した結果、

四半期純損失159百万円（前期同期間四半期純利益52百万円）となりました。 

       

（２）財政状態に関する定性的情報   

    当第１四半期会計期間末における流動資産は881百万円となり、前事業年度末に比べ377百万円増加いたしまし 

   た。主な要因は、現金及び預金が369百万円増加したためです。 

  固定資産は3,464百万円となり、前事業年度末に比べ11百万円減少いたしました。主な要因は店舗減損損失により

130百万円減少し、新店および改装に伴い有形固定資産が143百万円増加したためであります。 

   流動負債は1,520百万円となり、前事業年度末に比べ138百万円増加いたしました。主な要因は短期借入金が146百

万円増加したためであります。 

   固定負債は1,782百万円となり、前事業年度末に比べ403百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金が280百

万円増加、資産除去債務が43百万円増加およびリース債務が145百万円増加したためであります。 

  

 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および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて369百 

  万円増加し650百万円（前年同期比は234百万円の増加）となりました。 

   なお、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、営業活動により得られた資金は37百万円（前年同期比は75百万円の減少）とな

りました。これは主に税引前四半期純損失141百万円、減損損失130百万円および資産除去債務会計基準の適用に伴

う影響額19百万円によるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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 （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、投資活動により使用した資金は61百万円（前年同期比は31百万円の増加）とな

りました。これは主に、新店および改装等に伴う有形固定資産の取得による支出56百万円によるものです。 

 （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、財務活動により得られた資金は393百万円（前年同期比は392百万円の増加）と

なりました。これは主に短期借入金の純増額146百万円、および長期借入れによる収入570百万円があった一方、長

期借入金の返済による支出259百万円および社債の償還による支出55百万円があったことによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成22年11月11日に公表いたしました『業績予想の修正に関するお知らせ』をご参照ください。    
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

減価償却費の計算  

 固定資産の減価償却費の計算方法は、当第１四半期会計期間末に有する固定資産について、年間償却費を期間按

分する方法としております。  

  

（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）お

よび『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、営業利益が１百万円、経営利益が１百万円減少し、税引前四半期純損失が20百万円増加しておりま

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45百万円であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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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 650,494 281,246

売掛金 1,844 825

預入金 91,632 78,531

製品 12,681 13,115

仕掛品 11,066 10,476

原材料及び貯蔵品 15,917 13,862

その他 98,312 106,020

流動資産合計 881,949 504,080

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,649,802 1,707,173

土地 588,273 588,273

その他（純額） 426,958 360,017

有形固定資産合計 2,665,033 2,655,463

無形固定資産   

その他 7,946 8,141

無形固定資産合計 7,946 8,141

投資その他の資産   

その他 791,103 811,849

投資その他の資産合計 791,103 811,849

固定資産合計 3,464,083 3,475,453

資産合計 4,346,033 3,979,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 135,691 128,531

短期借入金 297,200 150,600

1年内返済予定の長期借入金 709,672 679,956

1年内償還予定の社債 10,000 60,000

未払法人税等 12,244 36,103

賞与引当金 － 8,020

資産除去債務 2,334 －

その他 353,516 318,655

流動負債合計 1,520,659 1,381,867

固定負債   

社債 35,000 40,000

長期借入金 1,502,584 1,221,799

退職給付引当金 19,075 19,014

資産除去債務 43,609 －

その他 182,295 97,839

固定負債合計 1,782,564 1,378,652

負債合計 3,303,223 2,760,519
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（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 624,555 624,555

資本剰余金 539,603 539,603

利益剰余金 △121,228 54,717

自己株式 △193 △193

株主資本合計 1,042,736 1,218,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △754 △497

評価・換算差額等合計 △754 △497

新株予約権 828 828

純資産合計 1,042,809 1,219,014

負債純資産合計 4,346,033 3,979,533
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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 1,263,409 1,390,507

売上原価 319,159 388,387

売上総利益 944,250 1,002,120

販売費及び一般管理費 876,998 975,283

営業利益 67,251 26,837

営業外収益   

受取利息 284 257

賃貸不動産収入 16,775 15,558

その他 1,516 427

営業外収益合計 18,576 16,242

営業外費用   

支払利息 7,558 9,056

社債利息 332 363

賃貸不動産費用 15,559 14,984

その他 4,688 1,934

営業外費用合計 28,139 26,339

経常利益 57,688 16,741

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 8,020

固定資産受贈益 6,733 －

その他 161 －

特別利益合計 6,894 8,020

特別損失   

固定資産除却損 5,223 11,454

減損損失 － 130,069

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,680

その他 － 5,045

特別損失合計 5,223 166,249

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 59,359 △141,488

法人税、住民税及び事業税 7,226 7,629

法人税等調整額 － 10,172

法人税等合計 7,226 17,802

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,133 △159,290
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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又は税引前四半期純損失
（△）

59,359 △141,488

減価償却費 64,805 68,584

減損損失 － 130,069

退職給付引当金の増減額（△は減少） △678 61

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,259 △8,020

受取利息及び受取配当金 △284 △257

支払利息 7,891 9,420

固定資産除却損 5,223 11,454

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,680

固定資産受贈益 △6,733 －

売上債権の増減額（△は増加） △6 △1,019

預入金の増減額（△は増加） △8,330 △13,100

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,565 △2,210

仕入債務の増減額（△は減少） △3,281 7,159

未払金の増減額（△は減少） 99 5,783

未払費用の増減額（△は減少） △1,798 2,703

その他 2,899 △12,670

小計 148,989 76,149

利息及び配当金の受取額 65 91

利息の支払額 △12,003 △10,940

法人税等の支払額 △24,259 △27,689

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,793 37,611

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,982 △56,050

貸付金の回収による収入 3,364 1,845

差入保証金の差入による支出 △4,716 △7,860

差入保証金の回収による収入 3,150 150

その他 △10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,194 △61,914

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） 55,700 146,600

長期借入れによる収入 250,000 570,000

長期借入金の返済による支出 △252,912 △259,499

社債の償還による支出 △50,000 △55,000

リース債務の返済による支出 △1,603 △8,358

設備関係割賦債務の返済による支出 △231 －

配当金の支払額 △216 △191

財務活動によるキャッシュ・フロー 736 393,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,335 369,248
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（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 332,908 281,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 416,244 650,494
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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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