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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） 

（注）平成22年３月期は、11月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い16ヶ月の変則決算となっておりますので、対前年同四半期増減率は記載
しておりません。 

(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 67,821 ― 2,869 ― 3,006 ― 1,661 ―

22年3月期第3四半期 71,020 ― 3,339 ― 3,419 ― 1,896 ―

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 73.03 ―

22年3月期第3四半期 83.31 ―

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3月期第3四半期 43,192 23,550 54.5 1,035.13
22年3月期 42,385 24,643 58.1 1,082.73

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  23,550百万円 22年3月期  24,643百万円

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  

平成23年３月期第２四半期末配当金75円には、創立40周年記念配当50円が含まれております。 

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3月期 ― 25.00 ― 45.00 70.00
23年3月期 ― 75.00 ―

23年3月期 
（予想）

25.00 100.00

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  
平成22年３月期は、11月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い16ヶ月の変則決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ
ん。 

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 89,500 ― 3,200 ― 3,400 ― 1,400 ― 61.51



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）２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。 

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。）

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 22,783,000株 22年3月期  22,783,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  32,193株 22年3月期  22,497株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 22,756,173株 22年3月期3Q 22,769,893株
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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の需要増加に伴い企業収

益の回復はみられるものの、年後半から円高が続き輸出産業の企業心理が冷え込むと共に、エコカー補助

金の終了や家電エコポイントの縮小等による消費の反動減が起こるなど、先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

外食業界におきましても、個人所得の低迷や雇用環境への不安による節約志向が継続しており、消費者

の商品、価格、サービスに対する選別が一層強まりを見せるなど、引き続き厳しい経営環境が続いており

ます。 

このような環境の下、当社グループ（当社及び連結子会社）は、引き続き中期経営計画「ＡＢＲ2011」

に則って、「足元固め」をしっかりと行うとともに、将来の成長に向けた「前向きな攻めの施策」を実行

してまいりました。 

これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は678億２千１百万円、営

業利益は28億６千９百万円、経常利益は30億６百万円、四半期純利益は16億６千１百万円となりました。

なお、平成22年３月期は11月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い16ヶ月の変則決算とな

っておりますので、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
  

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連結財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は８億７百万円増

加し、431億９千２百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加30億３千６百万円、売掛

金の増加23億８千８百万円、有価証券の減少39億９千８百万円、有形固定資産の減少３億６千２百万円及

び差入保証金の減少２億３千５百万円等によるものであります。 

負債は19億円増加し、196億４千２百万円となりました。その主な要因は、買掛金の増加24億１千２百

万円、未払費用の減少12億８千３百万円及び資産除去債務の計上６億２千８百万円等によるものでありま

す。 

純資産は235億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ10億９千３百万円減少し、自己資本比率は

54.5％となっております。 
  
② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末と比較して15億３千７百万円増加し、126億３千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは29億４千万円の収入となりました。その主な要因は、税金等調

整前四半期純利益26億２千３百万円、減価償却費17億５百万円、売上債権の増加27億６千８百万円、仕

入債務の増加24億１千２百万円及び未払費用の減少12億８千３百万円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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは13億９千６百万円の収入となりました。その主な要因は、定期

預金の預入による支出75億円、定期預金の払戻による収入80億円、有価証券の償還による収入21億円及

び有形固定資産の取得による支出９億４千５百万円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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは27億９千９百万円の支出となりました。その主な要因は、配当

金の支払額26億８千６百万円等によるものであります。 
  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績等は今後様々な要因により大き

く異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては平成22年４月28日に公表しました「平成22年

３月期決算短信」に記載の平成23年３月期の通期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）に

変更はありません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、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 法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

  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、且つ、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められたため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

①  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２千４百万円減少しており、税金

等調整前四半期純利益は４億７千８百万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６億２千４百万円であります。 

  ② 表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書関係） 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

ていた「未払費用の増減額（△は減少）」は、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとし

ております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含まれる「未払費用の増減額（△は減少）」は４億９千４百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 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 16,633 13,596

売掛金 5,685 3,296

有価証券 100 4,098

商品 721 590

原材料及び貯蔵品 57 60

前払費用 430 500

短期貸付金 8 10

繰延税金資産 521 860

その他 1,186 737

貸倒引当金 △448 △203

流動資産合計 24,897 23,549

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,875 2,982

土地 2,862 2,975

その他（純額） 1,825 1,966

有形固定資産合計 7,562 7,925

無形固定資産

のれん 15 20

ソフトウエア 1,437 1,356

その他 514 386

無形固定資産合計 1,967 1,763

投資その他の資産

投資有価証券 135 247

差入保証金 6,319 6,555

繰延税金資産 2,017 1,993

その他 481 573

貸倒引当金 △188 △222

投資その他の資産合計 8,765 9,146

固定資産合計 18,294 18,836

資産合計 43,192 42,385
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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 8,111 5,699

未払金 4,448 4,263

リース債務 132 108

未払法人税等 506 744

未払費用 259 1,542

賞与引当金 403 －

役員賞与引当金 34 300

資産除去債務 3 －

その他 1,028 811

流動負債合計 14,927 13,470

固定負債

リース債務 364 355

退職給付引当金 2,485 2,407

役員退職慰労引当金 103 110

ポイント引当金 114 111

長期前受収益 484 754

資産除去債務 624 －

その他 538 532

固定負債合計 4,714 4,271

負債合計 19,642 17,741

純資産の部

株主資本

資本金 7,297 7,297

資本剰余金 10,430 10,430

利益剰余金 5,876 6,945

自己株式 △58 △41

株主資本合計 23,545 24,631

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4 12

評価・換算差額等合計 4 12

純資産合計 23,550 24,643

負債純資産合計 43,192 42,385
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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20年12月１日
至 平成21年８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 71,020 67,821

売上原価 37,120 36,607

売上総利益 33,899 31,214

販売費及び一般管理費 30,560 28,344

営業利益 3,339 2,869

営業外収益

受取利息 47 14

受取配当金 3 2

受取賃貸料 78 166

その他 2 7

営業外収益合計 132 190

営業外費用

支払利息 0 9

店舗改装等固定資産除却損 45 32

その他 7 11

営業外費用合計 52 53

経常利益 3,419 3,006

特別利益

固定資産売却益 32 61

営業権売却益 84 72

受取補償金 13 －

貸倒引当金戻入額 79 －

その他 55 37

特別利益合計 265 172

特別損失

固定資産売却損 5 19

固定資産除却損 1 13

店舗閉鎖損失 75 17

早期割増退職金 － 23

減損損失 198 7

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 466

その他 20 6

特別損失合計 301 554

税金等調整前四半期純利益 3,382 2,623

法人税、住民税及び事業税 1,772 642

法人税等調整額 △286 319

法人税等合計 1,486 962

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,661

四半期純利益 1,896 1,661
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(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20年12月１日
至 平成21年８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 3,382 2,623

減価償却費 1,523 1,705

減損損失 198 7

有形固定資産除却損 122 45

有形固定資産売却損益（△は益） △26 △43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △82 210

賞与引当金の増減額（△は減少） － 403

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △265

退職給付引当金の増減額（△は減少） 137 77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 △6

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8 2

受取利息及び受取配当金 △51 △17

支払利息 0 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 466

売上債権の増減額（△は増加） 10 △2,768

たな卸資産の増減額（△は増加） 73 △127

仕入債務の増減額（△は減少） △1,422 2,412

未払金の増減額（△は減少） △823 432

未払費用の増減額（△は減少） － △1,283

前受収益の増減額（△は減少） △225 △225

未払消費税等の増減額（△は減少） 86 0

その他 969 136

小計 3,891 3,798

利息及び配当金の受取額 29 20

利息の支払額 △0 △9

法人税等の支払額 △1,081 △868

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,839 2,940

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 △4,300 △7,500

定期預金の払戻による収入 1,800 8,000

有価証券の償還による収入 550 2,100

投資有価証券の取得による支出 △399 －

有形固定資産の取得による支出 △907 △945

有形固定資産の売却による収入 158 322

無形固定資産の取得による支出 △401 △806

無形固定資産の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △9 △5

貸付金の回収による収入 11 9

敷金及び保証金の差入による支出 △234 △115
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８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)

敷金及び保証金の回収による収入 651 344

その他 3 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,075 1,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △8 △17

リース債務の返済による支出 － △95

配当金の支払額 △1,121 △2,686

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,130 △2,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,366 1,537

現金及び現金同等物の期首残高 12,685 11,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,318 12,633
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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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