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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 77,425 △3.6 2,788 △3.5 2,073 9.6 532 △0.7

22年3月期第3四半期 80,285 △7.8 2,888 150.9 1,891 371.7 536 ―

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3四半期 5.58 5.51
22年3月期第3四半期 7.04 ―

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3四半期 87,548 24,218 25.1 211.82
22年3月期 87,665 24,094 25.1 211.20

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,013百万円 22年3月期  22,010百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 108,914 2.1 4,780 12.5 3,798 28.5 1,177 △20.8 13.66



(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おりません。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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3Q 75,284,041株 22年3月期  75,284,041株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  222,736株 22年3月期  220,406株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 75,062,620株 22年3月期3Q 59,469,342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我が国経済は、新興国市場への輸出増加やエコポイント縮小に伴う駆け込み需

要など関連企業の業績に持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行やデフレの影響などによる雇用情勢の悪化懸

念は依然として色濃く、全体としては厳しい状況で推移いたしました。 

外食産業におきましては、客数減少に底打ちの兆しが見られるものの、価格競争は一段と熾烈な様相を示してお

り、客単価の下降傾向の続く厳しい環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループでは積極的な新規出店及び既存店の売上増加対策により、グループ成長力の強

化に注力をしてまいりました。新規出店店舗につきましては、売上予測を上回ってきており、当第３四半期連結会計

期間に入ってからは、全店売上高が前年並みに回復してきております。引き続き主力業態よる新規出店並びに商品政

策・販促政策を強化し売上高の伸長を図ってまいります。 

コスト面につきましては、継続して取り組んでおります食材の効率的運用を背景とするBuying Powerの発揮及び内

製品使用比率の向上、また、物流改善によるコスト削減により更なる原価率低減を実現しております。人件費では店

舗運営において適正労働時間の厳守と教育訓練技術の向上を図ると共に、ワークスケジュールの電子化など管理の強

化・効率化によりコスト低減をしております。また、販促費・水道光熱費を中心とした販管費の効率を高める取り組

みを継続的に実施することで営業利益率の向上を図っております。 

尚、当第３四半期連結累計期間における店舗政策につきましては、４７店舗の新規出店、２４店舗の閉鎖を行い、

当第３四半期連結会計期間末の直営店舗数は８９１店舗となっております。 

  

 以上のような施策を図ってまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、客単価低迷

による既存店売上高の減少などの影響により、連結売上高は７７４億２５百万円、連結営業利益は２７億８８百万

円、連結経常利益は２０億７３百万円、連結四半期純利益は５億３２百万円となりました。 

  

（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における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億１６百万円減少し、８７５億 

４８百万円となりました。これは主に有形固定資産が３３億５４百万円増加したものの、現金及び預金が３５億 

９０百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ２億４０百万円減少し、６３３億３０百万円となりました。これは主に買掛金

が１１億２百万円、短期借入金が１２億６２百万円及び資産除去債務（流動負債及び固定負債）が９億７２百万円

増加したものの、長期借入金（１年内返済予定を含む）が３９億４百万円及び未払法人税等が１３億４３百万円減

少したこと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１億２３百万円増加し、２４２億１８百万円となりました。これは主に少数

株主持分が１億２０百万円増加したことによるものであります。 

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は、営業活動によるキャッシュ・フローが６０億１８

百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△４９億８９百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△４６

億２８百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ３５億９９百万円減少し７７億８７百万円となりまし

た。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額があるものの、税金等調整前四半期純利益や減価

償却費及びのれん償却額の計上によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入による収入があるものの、長期借入金の返済による支出 

及び社債の償還による支出によるものであります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成２３年３月期の業績予想につきましては、平成２２年４月３０日に開示いたしました通期の業績予想の数値

から現時点での変更はございません。 

 今後の業績の推移等を慎重に検討した上で、変更が必要な場合には適切に開示してまいります。 

  

（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繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性につきましては、当第３四半期連結累計期間における主な税務上の加減算項目を考

慮し、前連結会計期間末の検討において使用した将来のタックス・プランニングを利用しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は 百万円、税金等調整前四半期純利益は 百

万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 百万円であります。 

  

２．その他の情報

20 645

972
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 8,007 11,597

売掛金 1,912 1,910

たな卸資産 3,226 2,702

その他 3,423 3,472

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 16,569 19,682

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 27,523 26,997

その他（純額） 12,610 9,782

有形固定資産合計 40,134 36,779

無形固定資産   

のれん 7,617 7,971

その他 1,118 927

無形固定資産合計 8,736 8,898

投資その他の資産   

敷金及び保証金 17,309 17,300

その他 4,938 5,192

貸倒引当金 △256 △303

投資その他の資産合計 21,991 22,189

固定資産合計 70,861 67,868

繰延資産 117 114

資産合計 87,548 87,665
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 5,863 4,761

短期借入金 1,535 272

1年内返済予定の長期借入金 11,866 13,260

未払法人税等 362 1,706

引当金 519 494

その他 9,631 9,128

流動負債合計 29,778 29,623

固定負債   

社債 4,725 5,275

長期借入金 22,518 25,027

引当金 18 23

資産除去債務 965 －

その他 5,323 3,621

固定負債合計 33,551 33,947

負債合計 63,330 63,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,030 14,030

資本剰余金 5,739 5,739

利益剰余金 2,665 2,664

自己株式 △126 △126

株主資本合計 22,307 22,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △282 △257

繰延ヘッジ損益 △12 △40

評価・換算差額等合計 △294 △297

少数株主持分 2,204 2,084

純資産合計 24,218 24,094

負債純資産合計 87,548 87,665
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 80,285 77,425

売上原価 25,625 24,287

売上総利益 54,660 53,137

販売費及び一般管理費 51,771 50,349

営業利益 2,888 2,788

営業外収益   

受取利息 28 31

受取配当金 10 15

不動産賃貸料 455 411

その他 121 104

営業外収益合計 616 563

営業外費用   

支払利息 946 801

社債利息 101 117

賃貸収入原価 345 308

その他 220 50

営業外費用合計 1,613 1,277

経常利益 1,891 2,073

特別利益   

固定資産売却益 14 11

関係会社株式売却益 1,885 －

持分変動利益 186 －

貸倒引当金戻入額 － 27

受取保険金 － 17

その他 124 5

特別利益合計 2,211 61

特別損失   

固定資産除却損 853 152

減損損失 185 82

店舗閉鎖損失引当金繰入額 144 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 624

その他 798 210

特別損失合計 1,982 1,074

税金等調整前四半期純利益 2,120 1,060

法人税、住民税及び事業税 1,588 533

法人税等調整額 △82 △168

法人税等合計 1,506 364

少数株主損益調整前四半期純利益 － 695

少数株主利益 77 163

四半期純利益 536 532

㈱コロワイド（7616）　平成23年3月期　　　第3四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 2,120 1,060

減価償却費 3,246 3,216

その他の償却額 271 226

のれん償却額 1,183 995

受取利息及び受取配当金 △39 △46

支払利息及び社債利息 1,048 918

固定資産除却損 853 152

固定資産売却損益（△は益） △14 6

減損損失 185 82

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 624

関係会社株式売却損益（△は益） △1,885 －

持分変動損益（△は益） △186 －

売上債権の増減額（△は増加） △19 265

たな卸資産の増減額（△は増加） △603 △523

仕入債務の増減額（△は減少） 912 1,102

その他 61 551

小計 7,135 8,631

利息及び配当金の受取額 18 27

利息の支払額 △849 △805

法人税等の支払額 △430 △1,835

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,873 6,018

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 34 －

有形固定資産の取得による支出 △2,474 △3,991

有形固定資産の売却による収入 82 91

敷金及び保証金の差入による支出 △253 △625

敷金及び保証金の回収による収入 1,165 546

子会社株式の取得による支出 － △505

子会社株式の売却による収入 3,167 －

子会社の自己株式の取得による支出 △0 －

子会社の自己株式の処分による収入 423 －

その他 △331 △505

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,814 △4,989

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,177 3,831

短期借入金の返済による支出 △6,966 △2,569

長期借入れによる収入 3,820 4,693

長期借入金の返済による支出 △8,988 △8,597

社債の発行による収入 734 1,468

社債の償還による支出 △1,681 △2,618

配当金の支払額 △370 △528

少数株主への配当金の支払額 △65 △48

その他 △162 △259

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,502 △4,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,184 △3,599

現金及び現金同等物の期首残高 4,287 11,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,472 7,787
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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

㈱コロワイド（7616）　平成23年3月期　　　第3四半期決算短信

8


