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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 25,370 6.6 1,119 213.2 997 282.9 566 334.8
22年2月期第3四半期 23,794 ― 357 ― 260 ― 130 ―

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2月期第3四半期 25.89 ―
22年2月期第3四半期 6.43 ―

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2月期第3四半期 22,182 10,209 46.0 462.81
22年2月期 22,076 8,206 37.2 405.05

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  10,209百万円 22年2月期  8,206百万円

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2月期 ― 2.00 ― 4.00 6.00
23年2月期 ― 5.00 ―
23年2月期 

（予想）
5.00 10.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  有  
平成22年10月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては、本日発表の「業績予
想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 33,900 4.7 1,520 62.7 1,350 72.3 760 45.7 34.75



(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ますが、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 
(1)本資料に記載されている予想数値は、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。なお、上記予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)本資料のサマリー情報、【添付資料】２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」及び10ページ「セグメント情報」に記載している売上高には、その他
の営業収入を含めております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 22,067,972株 22年2月期  21,927,972株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  9,013株 22年2月期  1,668,283株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 21,870,220株 22年2月期3Q 20,260,283株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国への輸出拡大や政府の緊急経済対

策の効果等により持ち直してきたものの、個人消費の本格的な回復までには至っておらず、依然としてデフレを脱

却できない厳しい状況が続いております。  

 当外食業界におきましても外食を控える傾向はまだ強く、業界としては低価格競争が依然として続いており、経

営環境は厳しい状況にあります。  

 このような環境の中で、当社グループにおきましては、『健全で強固な企業体質』を構築するために、営業管理

組織を一新し、従来の地域別管理体制から、利用形態別（ロードサイド型／ビルイン型／フードコート型）の立地

特性に応じた営業管理体制に変更し、収益の核となる店舖１店当たりの売上高を増加させつつ、トータルコストを

低減する諸施策に取り組んでまいりました。   

  

（長崎ちゃんぽん事業） 

 長崎ちゃんぽんリンガーハットは、「日本の野菜」100％のメニュー展開や「日本の小麦粉」を100%使用したち

ゃんぽん麺の増量サービス等、お客さまのニーズにあった商品展開を図るとともに、野菜国産化１周年記念商品

『野菜たっぷり皿うどん』や、広島産牡蠣を使用した『かきちゃんぽん』を期間限定で販売いたしました。また、

ロードサイド型店舗ではドライブスルー方式でのテイクアウト商品提供を14店舗で導入済みで、今期中に80店舗ま

で拡大する計画にしております。フードコート型の５店舗で展開している、タイ産のフレッシュマンゴーをはじめ

６種類のフルーツから選んで作る『長崎あんにん』の販売が好調で、販売店舗を拡大する計画であります。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の既存店売上高前年比は105.3％とすることができました。 

 新規出店は、岩手県への初出店を含め、計25店舗（うち直営19店舗、フランチャイズ６店舖）を出店した結果、

当第３四半期連結累計期間末の店舖数は471店舖（うち直営363店舗、フランチャイズ108店舖）となりました。 

 以上により、売上高は181億80百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は10億41百万円（同169.9％増）と大幅

な増収増益を達成いたしました。  

  

（とんかつ事業）  

 とんかつ浜勝（はまかつ）は、とんかつ専門店としての原点に戻り、新しい営業管理組織のもと、『お客さまに

喜んでいただける店舖づくり』を目的とした諸施策に取り組みました。 

 販売施策では、９月には『ゆず巻きかつと海老フライ膳』10月からは『かきふらい膳』及び『かきふらいとひれ

膳』など、期間限定の季節のとんかつを定期的に投入するとともに、車から降りずにお弁当や惣菜をテイクアウト

できるドライブスルーを、大手とんかつチェーンでは初めて導入しており、今期末までには30店舗での導入を計画

しております。また、ショッピングセンター店舗では、お客さまのご要望に応える形で小上がり席の設置を推進し

たほか、お手頃な価格の丼メニューを販売し、好調に推移しております。 

 しかしながら、比較的客単価の高いとんかつ業態は苦戦を強いられ、当第３四半期連結累計期間の既存店売上高

前年比は94.9％となりました。  

 新規出店はフランチャイズ１店舗を含む２店舗、また直営１店舗を閉店した結果、当第３四半期連結累計期間末

の店舖数は111店舖（うち直営91店舗、フランチャイズ20店舖）となりました。 

 以上により、売上高は67億90百万円（前年同期比3.0％減）となりました。しかしながら、仕入単価低減や内製

化による原価低減及び人件費等の経費管理の徹底を行った結果、営業利益は５億99百万円（同12.1％増）となりま

した。  

 

（和食事業）  

 長崎卓袱浜勝（ながさきしっぽくはまかつ）は、長崎の郷土料理である卓袱料理を中心としたこだわりの料亭料

理を、地元顧客並びに観光客に気軽に召し上がっていただける価格帯と上質なおもてなしで提供することに注力し

ております。昨今の坂本龍馬人気による観光客の増加の影響もあり、売上高は１億75百万円（前年同期比14.0％

増）、営業利益は２百万円（前年同期は営業損失14百万円）と増収増益となりました。  

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（設備メンテナンス事業）  

 設備メンテナンス事業は、当社グループ内の直営店舖及びフランチャイズ店舖の設備メンテナンスに係る工事受

注や機器保全等が主な事業であり、グループ内のメンテナンス工事の増加により、売上高は12億29百万円（前年同

期比41.1％増）、営業利益は75百万円（前年同期比110.9％増）と増収増益となりました。  

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は253億70百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益は11億19百

万円（同213.2％増）、経常利益は９億97百万円（同282.9％増）、四半期純利益は５億66百万円（同334.8％増）

と大幅な増収増益になりました。  

  

（２）連結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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億５百万円増加し、221億82百万円となり 

ました。増加した主な要因は、ショッピングセンターへの出店増加による未収入金の増加、たな卸資産の増加及び

有形固定資産の増加によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ18億97百万円減少し、119億72百万円となりました。これは主に、借入金等の 

有利子負債の圧縮26億64百万円によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ20億３百万円増加し102億９百万円となりました。これは主に、自己株式の 

処分及び新株式発行による増加16億45百万円及び四半期純利益５億66百万円の計上によるものであります。その結

果、自己資本比率は46.0％となり、前連結会計年度末に比べ8.8ポイント上昇いたしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計期間末に比べ39百万円減少し、

15億85百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果増加した資金は、17億12百万円（前第３四半期連結累計期間14億64百万円）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益が７億51百万円（同２億３百万円）と増加し、減損損失１億18百万円（同８百

万円）の計上及び店舗閉鎖損失引当金増加額が85百万円の増加（同２億77百万円の減少）となったこと等によるも

のであります。  

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果減少した資金は、５億37百万円（同１億47百万円）となりました。これは主に、店舗の出店及び

改装のための有形固定資産の取得による支出が７億８百万円（同５億67百万円）と前期に比べて増加したこと等に

よるものであります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果減少した資金は、12億14百万円（同16億10百万円）となりました。これは主に、自己株式の売却

による収入が15億71百万円増加したものの、有利子負債の圧縮による支出が26億64百万円増加したこと等によるも

のであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。なお、当該業績予想の修正の詳

細につきましては、本日発表の「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、当該業績予想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。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）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 

（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、前連結会計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、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の税金費用を合理的に見積

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。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

 当社及び連結子会社では、すべての有形固定資産の減価償却方法について、従来定率法を採用しておりましたが

（但し、平成10年４月１日以降に取得した建物＜建物付属設備を除く＞については、定額法）、第１四半期連結会

計期間より定額法に変更いたしました。 

 この変更は、平成22年１月開催の取締役会決議による中期出店戦略で従来にない大規模な出店計画を展開するに

際し、新規店舗が平準的な収益を計上している最近の動向を鑑み、収益と費用の対応関係をより重視した投資回収

方法の見直しを行った結果、定額法による減価償却の方法がより合理的な費用収益対応を表すと判断するに至った

ことによるものであります。 

 これに伴い従来と同一の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が189,513千円減少

し、営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益が同額増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,595,558 1,635,181

売掛金 313,896 298,681

商品及び製品 84,230 57,387

仕掛品 3,061 1,691

原材料及び貯蔵品 244,687 208,666

前払費用 267,769 275,066

繰延税金資産 43,775 40,041

その他 487,449 348,882

流動資産合計 3,040,428 2,865,598

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,572,649 6,653,794

機械装置及び運搬具（純額） 389,102 378,309

土地 5,754,655 5,754,655

リース資産（純額） 218,142 156,672

建設仮勘定 40,515 10,251

その他（純額） 373,332 351,589

有形固定資産合計 13,348,397 13,305,273

無形固定資産 210,021 231,462

投資その他の資産   

投資有価証券 479,315 493,792

差入保証金 907,187 936,544

建設協力金 599,223 695,652

敷金 2,675,520 2,637,138

繰延税金資産 613,222 618,294

その他 332,007 315,188

貸倒引当金 △23,279 △22,605

投資その他の資産合計 5,583,198 5,674,004

固定資産合計 19,141,617 19,210,740

資産合計 22,182,046 22,076,339
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 653,047 581,134

短期借入金 2,010,000 3,510,000

1年内返済予定の長期借入金 2,499,965 3,022,088

1年内償還予定の社債 106,000 66,000

未払費用 1,034,920 733,508

リース債務 42,746 34,997

未払法人税等 205,933 76,912

未払消費税等 117,591 117,671

繰延税金負債 846 846

株主優待引当金 38,853 45,771

店舗閉鎖損失引当金 142,466 57,381

その他 844,652 814,929

流動負債合計 7,697,024 9,061,241

固定負債   

社債 241,000 134,000

長期借入金 2,325,864 3,115,143

長期未払金 417,512 415,461

リース債務 179,952 120,625

繰延税金負債 82,713 70,958

退職給付引当金 727,440 640,073

長期預り保証金 227,888 223,831

その他 73,342 88,772

固定負債合計 4,275,714 4,808,866

負債合計 11,972,738 13,870,107

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,066,122 5,028,962

資本剰余金 4,427,356 4,679,259

利益剰余金 713,239 338,225

自己株式 △10,013 △1,869,777

株主資本合計 10,196,705 8,176,670

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,601 29,560

評価・換算差額等合計 12,601 29,560

純資産合計 10,209,307 8,206,231

負債純資産合計 22,182,046 22,076,339
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 22,826,728 24,362,167

売上原価 7,356,743 7,867,218

売上総利益 15,469,985 16,494,949

その他の営業収入 967,857 1,008,242

営業総利益 16,437,843 17,503,191

販売費及び一般管理費 16,080,231 16,383,226

営業利益 357,612 1,119,964

営業外収益   

受取利息 10,878 9,765

受取配当金 4,486 5,336

その他 23,638 8,753

営業外収益合計 39,003 23,855

営業外費用   

支払利息 126,763 114,886

社債発行費 － 5,937

株式交付費 － 7,844

持分法による投資損失 － 4,397

その他 9,282 12,963

営業外費用合計 136,045 146,028

経常利益 260,570 997,791

特別利益   

投資有価証券売却益 － 264

固定資産売却益 5,952 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 51,287 －

収用補償金 15,838 －

その他 5,708 958

特別利益合計 78,786 1,222

特別損失   

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 101,712

減損損失 8,040 118,296

固定資産除却損 38,328 12,529

事務所移転費用 － 2,634

事業構造改善費用 74,511 －

投資有価証券評価損 1,963 3,175

貸倒引当金繰入額 8,906 674

その他 3,758 8,818

特別損失合計 135,509 247,840

税金等調整前四半期純利益 203,847 751,173

法人税等 73,590 184,824

四半期純利益 130,256 566,349
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 203,847 751,173

減価償却費 927,557 671,149

減損損失 8,040 118,296

株主優待引当金の増減額（△は減少） 33,166 △6,918

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90,113 87,367

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △277,866 85,085

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,709 674

受取利息及び受取配当金 △15,365 △15,102

支払利息 126,763 114,886

持分法による投資損益（△は益） － 4,397

投資有価証券評価損益（△は益） 1,963 3,175

有形固定資産売却損益（△は益） △5,952 －

有形固定資産除却損 38,328 12,529

事業構造改善費用 74,511 －

売上債権の増減額（△は増加） △15,322 △15,215

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,934 △64,233

仕入債務の増減額（△は減少） 57,075 71,912

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,555 1,675

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,160 △137,074

その他の流動負債の増減額（△は減少） 104,035 214,100

長期未払金の増減額（△は減少） － △2,051

預り保証金の増減額（△は減少） △49,299 △3,700

その他 191,319 △20,804

小計 1,640,275 1,871,323

利息及び配当金の受取額 6,264 7,273

利息の支払額 △117,341 △107,589

法人税等の支払額 △64,661 △58,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,464,536 1,712,902

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,100 －

定期預金の払戻による収入 33,000 －

有形固定資産の取得による支出 △567,632 △708,892

有形固定資産の売却による収入 5,952 101,234

投資有価証券の取得による支出 － △399

投資有価証券の売却による収入 － 3,870

建設協力金等の支払による支出 △128,526 △154,456

建設協力金等の回収による収入 525,319 224,800

その他 △10,159 △3,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,147 △537,714
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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） △895,000 △1,500,000

長期借入れによる収入 1,350,000 1,730,000

長期借入金の返済による支出 △2,022,795 △3,041,402

社債の発行による収入 － 200,000

社債の償還による支出 － △53,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △29,863

株式の発行による収入 － 74,319

自己株式の処分による収入 － 1,571,420

自己株式の取得による支出 △2,316 △719

配当金の支払額 △40,521 △165,566

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610,633 △1,214,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293,243 △39,623

現金及び現金同等物の期首残高 1,457,311 1,625,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,164,067 1,585,558
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 該当事項はありません。  

  

  

  前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日） 

  

  当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

※前連結会計年度末より、従来「建築」の区分として表示していた店舗のメンテナンス業務を、実態に合わ

せて「設備メンテナンス」という区分名で表示しております。 

３．追加情報 

当第３四半期連結累計期間 

（減価償却の方法の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、減価償却の方法を定率法から定額法へ変更しております。 

 これに伴い従来と同一の方法によった場合と比べ、営業利益は長崎ちゃんぽん事業で 千円、とん

かつ事業で 千円、設備メンテナンス事業で 千円、消去又は全社で 千円、それぞれ増加してお

ります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
長崎ちゃん
ぽん 
（千円） 

とんかつ 
（千円） 

和食
（千円） 

建築
（千円） 計（千円）

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円）   

売上高     

(1)
外部顧客に対する売

上高 
16,511,750  7,000,773 154,040 128,021 23,794,586 －  23,794,586

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  － － 742,997 742,997 ( )742,997  －

計 16,511,750  7,000,773 154,040 871,019 24,537,584 ( )742,997  23,794,586

営業利益(△損失) 385,811  534,361 △14,961 35,718 940,929 ( )583,316  357,612

  
長崎ちゃん
ぽん 
（千円） 

とんかつ 
（千円） 

和食
（千円） 

設備
メンテナンス
（千円）

計（千円）
消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円）   

売上高     

(1)
外部顧客に対する売

上高 
18,180,901  6,790,864 175,629 223,015 25,370,410 －  25,370,410

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －    －  － 1,006,187 1,006,187 ( )1,006,187  －

計  18,180,901    6,790,864  175,629 1,229,202 26,376,597 ( )1,006,187  25,370,410

営業利益(△損失) 1,041,434  599,198 2,796 75,313 1,718,742 ( )598,777  1,119,964

長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

設備メンテナンス ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 

103,172

33,814 2 52,524
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※１ 第三者割当による1,660,000株の自己株式の処分によるものであります。 

 ２ 第三者割当による140,000株の新株式発行によるものであります。  

 フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  
  

株主資本（千円） 

資本金   資本剰余金  利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成22年２月28日残高  5,028,962  4,679,259  338,225  △1,869,777  8,176,670

当第３四半期連結累計期間中

の変動額 
        

剰余金の配当     △191,334   △191,334

四半期純利益    566,349   566,349

自己株式の取得       △719 △719

自己株式の処分（※１）   △289,063    1,860,483   1,571,420

新株式の発行（※２）  37,159 37,159      74,319

当第３四半期連結累計期間中

の変動額合計 
 37,159 △251,903 375,014   1,859,763   2,020,035

平成22年11月30日残高  5,066,122 4,427,356 713,239  △10,013   10,196,705

４．補足情報

期別 項目 

長崎ちゃんぽん事業 とんかつ事業 

和食 

事業 

外販 

事業 
その他 合計 

直営店 
フランチ

ャイズ店 
合計 直営店 

フランチ

ャイズ店
合計 

平成23年 

２月期 

第３四半期 

連結累計期間 

売上高 

(百万円) 
16,158 3,786 19,944 6,227 1,002 7,230 174  155  326 27,832

店舗数 

（店） 
363 108 471 91 20 111 1     583

平成22年 

２月期 

第３四半期 

連結累計期間 

売上高 

(百万円) 
14,602 3,361 17,964 6,387 1,131 7,518 142  276  148 26,049

店舗数 

（店） 
344 100 444 91 20 111 1     556

対前年比率 

売上高 110.7％ 112.6％ 111.0％ 97.5％ 88.7％ 96.2％ 122.9％ 56.4％ 220.4％ 106.8％

店舗数 105.5％ 108.0％ 106.1％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%     104.9％

（注）当社グループはフランチャイズ事業を拡大しており、外部売上高の純粋比較ができるように、参考資料として掲

示しております。 

 なお、連結損益計算書に記載されている売上高は、フランチャイズ店舗から受け取るロイヤリティー収入と材料

等売上高を計上しているため、この表の数値とは一致いたしません。  
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