
 

 

 

   

 

 
  

 

   

 

 
  

 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日）

 (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2月期第3四半期 8,885 1.3 203 2.1 225 △0.0 △109 ─

22年2月期第3四半期 8,769 △11.4 199 △1.9 225 △7.0 77 ─

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 △5 99 ─

22年2月期第3四半期 4 25 ─

 (2) 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2月期第3四半期 7,897 3,315 42.0 181 17

22年2月期 7,592 3,424 45.1 187 14

(参考) 自己資本 23年2月期第2四半期 3,315百万円 22年2月期 3,424百万円

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2月期 ─ ─ ─ 0 00 0 00

 23年2月期 ─ ─

 23年2月期(予想) 0 00 0 00

3. 平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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

通期 11,583 1.1 184 9.6 200 0.0 △167 ─ △9 14



  

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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おりま

す。 

  

・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）３ページ「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.４「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 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 ： 無

 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2月期3Ｑ 18,302,000株 22年2月期 18,302,000株

② 期末自己株式数 23年2月期3Ｑ 1,667株 22年2月期 1,667株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Ｑ 18,300,333株 22年2月期3Ｑ 18,300,333株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期会計期間におけるわが国の経済は、依然として高水準な失業率や、欧米での金融不安の影

響など懸念材料がある中で、政府の景気刺激策の効果一巡や企業の慎重な設備投資等、先行き不透明な状

況が続いております。外食産業におきましても、雇用の悪化に伴う個人消費の低迷が続く厳しい環境の中

で、物価が緩やかなデフレ状態になり、商品やサービス内容及び価格競争が激しさを増しております。ま

た、実所得の減少を主因とした将来への不安から消費者心理の悪化により依然厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような環境の中、当社は収益性の向上を目指し、「讃岐製麺」と定食屋業態「街かど屋」を事業の

柱として店舗展開をおこない、できたてメニューにこだわった「ザめしや」等の既存店舗の強化と店舗開

発及び不採算店舗の撤退を進めてまいりました。 

 また、当社設立25周年記念キャンペーンや「街かど屋」ではスタンプカードや携帯クーポンメールの配

信等、販売促進活動を実施しており、消費者ニーズに対応したフェアを通じて企業価値の向上に努めてま

いりました。 

 当第３四半期累計期間での店舗展開につきましては、新規出店が５店舗、閉店が６店舗、業態転換店舗

が８店舗となった結果、店舗数は120店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、既存店売上高の増加による影響で、売上高は8,885,724

千円（前年同期比 1.3％増）、営業利益は業態転換による改装費の増加等の影響で203,659千円（前年同

期比 2.1％増）、経常利益は225,179千円（前年同期比 0.0％減）、四半期純損失は109,576千円（前年同

期は四半期純利益 77,728千円）となりました。 

  

（資産の部） 

流動資産は、現金及び預金の増加等により3,892,282千円（前事業年度末は3,305,973千円）となりまし

た。設備投資や納税等の支払いがありましたが、銀行から1,100,000千円の資金調達をしたことにより現

金及び預金等が増加したためです。有形固定資産は、減価償却が進んだことや閉店及び減損損失等による

特別損失計上の影響で2,126,848千円（前事業年度末は2,317,636千円）、投資その他の資産は差入保証金

の回収が進んだことで1,837,054千円（前事業年度末は1,929,254千円）となり、資産の部合計は、

7,897,410千円（前事業年度末は7,592,464千円）となりました。 

（負債の部） 

流動負債は、買掛金の減少と１年内返済予定の長期借入金の増加等により、2,078,234千円（前事業年

度末は2,142,908千円）となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により2,503,723千円（前事業年

度末は2,024,802千円）となり、負債の部合計は4,581,957千円（前事業年度末は4,167,711千円）となり

ました。 

（純資産の部） 

純資産の部合計は、利益剰余金の減少等により3,315,453千円（前事業年度末は3,424,753千円）となり

ました。これにより、当第３四半期会計期間末の自己資本比率は42.0％（前事業年度末は45.1％）となり

ました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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継続的な不採算店舗の減損損失の計上と、改装及び閉店による固定資産除却損の計上の結果、平成22年

10月13日に「特別損失の発生並びに平成23年２月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予

想の修正に関するお知らせ」を適時開示しております。通期業績予想の売上高、営業利益及び経常利益は

前回予想から修正ありませんが、当期純利益は13,520千円から当期純損失167,223千円に修正致しまし

た。 

 通期の業績につきましては、売上高は11,583,280千円（前年同期比 1.1％増）、営業利益は184,722千

円（前年同期比 9.6％増）、経常利益は200,692千円（前年同期比 0.1％増）、当期純損失は167,223千円

（前年同期は当期純利益 60,837千円）を見込んでおります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

3

㈱ライフフーズ（3065）　平成23年２月期第３四半期決算短信（非連結）



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、一次 

  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・プランニングを使用する方法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,439,968 2,807,904

売掛金 12,035 9,118

商品 6,891 6,896

原材料及び貯蔵品 51,656 51,330

繰延税金資産 108,782 122,583

その他 272,947 308,141

流動資産合計 3,892,282 3,305,973

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,848,019 2,023,745

その他 278,829 293,891

有形固定資産合計 2,126,848 2,317,636

無形固定資産 41,225 39,599

投資その他の資産

差入保証金 1,445,909 1,556,468

繰延税金資産 251,301 214,914

その他 140,354 158,682

貸倒引当金 △510 △810

投資その他の資産合計 1,837,054 1,929,254

固定資産合計 4,005,128 4,286,490

資産合計 7,897,410 7,592,464

負債の部

流動負債

買掛金 307,861 574,570

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内返済予定の長期借入金 839,824 722,260

未払法人税等 43,598 62,249

賞与引当金 131,511 78,189

その他 735,438 705,638

流動負債合計 2,078,234 2,142,908

固定負債

社債 70,000 －

長期借入金 1,578,014 1,309,210

長期預り保証金 178,131 183,377

退職給付引当金 255,346 245,070

その他の引当金 64,883 89,956

その他 357,347 197,187

固定負債合計 2,503,723 2,024,802

負債合計 4,581,957 4,167,711
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,838,526 1,838,526

資本剰余金 1,537,526 1,537,526

利益剰余金 △58,985 50,590

自己株式 △382 △382

株主資本合計 3,316,684 3,426,260

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △1,231 △1,507

評価・換算差額等合計 △1,231 △1,507

純資産合計 3,315,453 3,424,753

負債純資産合計 7,897,410 7,592,464
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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 8,769,269 8,885,724

売上原価 2,645,912 2,629,383

売上総利益 6,123,357 6,256,341

販売費及び一般管理費 5,923,831 6,052,681

営業利益 199,526 203,659

営業外収益

受取利息 7,196 5,789

受取家賃 205,069 203,247

その他 38,861 43,498

営業外収益合計 251,128 252,535

営業外費用

支払利息 26,181 31,757

賃貸収入原価 193,855 193,305

その他 5,279 5,952

営業外費用合計 225,316 231,015

経常利益 225,337 225,179

特別利益

固定資産売却益 500 －

受取補償金 － 48,619

国庫補助金 4,889 －

過年度損益修正益 2,125 －

特別利益合計 7,514 48,619

特別損失

有形固定資産売却損 727 5,224

有形固定資産除却損 10,833 73,115

減損損失 54,852 204,017

固定資産臨時償却費 － 18,427

店舗閉鎖損失 9,149 65,149

固定資産圧縮損 4,889 －

その他 3,398 5,755

特別損失合計 83,851 371,690

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 149,001 △97,891

法人税等 71,272 11,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77,728 △109,576
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【第３四半期会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 2,784,629 2,894,303

売上原価 840,210 865,460

売上総利益 1,944,419 2,028,842

販売費及び一般管理費 1,906,562 1,980,969

営業利益 37,856 47,872

営業外収益

受取利息 2,184 1,658

受取家賃 65,646 67,688

その他 12,314 13,604

営業外収益合計 80,145 82,951

営業外費用

支払利息 8,864 11,086

賃貸収入原価 62,947 64,414

その他 1,997 1,247

営業外費用合計 73,809 76,748

経常利益 44,192 54,075

特別利益

受取補償金 － 48,619

特別利益合計 － 48,619

特別損失

有形固定資産売却損 727 5,224

有形固定資産除却損 204 31,163

減損損失 － 17,166

店舗閉鎖損失 553 20,721

特別損失合計 1,486 74,276

税引前四半期純利益 42,706 28,418

法人税等 △5,927 △3,733

四半期純利益 48,633 32,151
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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