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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

（注） 当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。前期首において株式分割が行われたものと仮定した場合
の平成22年６月期第２四半期における１株当たり四半期純利益は59円20銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は58円11銭であります。 

(2) 財政状態 

（注） 当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。前期において株式分割が行われたものと仮定した場合の
平成22年６月期における１株当たり純資産は632円39銭であります。 
 

(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2四半期 7,732 26.9 714 65.3 732 64.4 340 55.6
22年6月期第2四半期 6,088 6.6 432 △2.7 445 3.9 218 5.1

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2四半期 80.25 79.58
22年6月期第2四半期 177.61 174.32

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2四半期 8,635 2,987 34.5 701.21
22年6月期 8,057 2,662 33.0 1,897.19

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  2,985百万円 22年6月期  2,662百万円

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  

（注） 当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。平成23年６月期の中間配当並びに平成23年６月期（予想）
の期末配当及び年間配当は当該株式分割を考慮しており、分割実施前の１株当たり配当金に換算すると、平成23年６月期の中間配当は１株当たり27円0
0銭、期末配当は１株当たり30円00銭、年間配当は57円00銭に相当いたします。なお、平成22年６月期の配当金は、当該株式分割を考慮しておりません。 

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00

23年6月期 ― 9.00

23年6月期 
（予想）

― 10.00 19.00

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、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  
（注） 当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。平成23年６月期の業績予想における１株当たり当期純利
益は、当該株式分割を考慮しております。 

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 15,187 18.8 1,083 10.2 1,105 10.3 522 3.1 124.11



(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） 

（注） 当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．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2Q 4,258,200株 22年6月期  1,403,500株

② 期末自己株式数 23年6月期2Q  675株 22年6月期  151株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 4,237,941株 22年6月期2Q 1,230,622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レビュー手続の対象外であり、平成23年２月４日付けにて、四半期財務諸表に対する四半期レ
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 
 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）P．３「１．当四半期の業績等に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や新興国の経済成長により一部では景気に持ち直

しの兆しがみられるものの、急激な円高の進行やデフレ状況の継続などによって雇用情勢、所得環境の悪化が続

き、先行き不透明な状況で推移しました。  

 外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりにより低価格・節約志向が強まっており、経営環境は

依然として厳しくなっております。 

 このような環境の中で当社は、直営店の新規出店及びフランチャイズ加盟企業の獲得により業容の拡大を図りな

がら、経営目標である「お客様の心のリラックス」を実現するために、当社の強みであり接客の基本である「とび

っきりの笑顔」と「心からの元気」の実践を徹底し、顧客満足の向上を図ることで既存店舗の業績向上に取り組ん

で参りました。また、成長力のある業態を中心とした新規出店及び改装を推し進めるとともに、食べ放題メニュー

の導入などの既存顧客の満足度を高める活動や、新規顧客獲得のためのメディアを通じた販売促進活動など、ブラ

ンドの確立に努めて参りました。 

 店舗展開につきましては、直営店において８店舗の新規出店と13店舗の改装及び１店舗の閉店を、フランチャイ

ズ店において８店舗の新規出店と４店舗の改装及び３店舗の閉店を実施いたしました。これにより、当第２四半期

会計期間末におけるチェーン全体の店舗数は195店舗（直営店90店舗、フランチャイズ店105店舗）となりました。

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％増）、営業利益

千円（前年同期比 ％増）、経常利益 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 千円（前年同

期比 ％増）となりました。 

  

 当第２四半期累計期間におけるセグメント別の概況については、当社の事業は単一セグメントでありますので、

その概況を部門別に示すと次のとおりであります。 

 焼肉部門におきましては、２店舗の新規出店と６店舗の改装を実施し、売上高 千円（前年同期比

％増）となりました。 

 ラーメン部門におきましては、６店舗を新規出店し、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりまし

た。 

 お好み焼部門におきましては、７店舗の改装と１店舗の閉店を実施し、売上高 千円（前年同期比 ％

増）となりました。 

 専門店部門におきましては、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

 フランチャイズ部門におきましては、焼肉業態で２店舗の新規出店と３店舗の改装を実施し、ラーメン業態で６

店舗の新規出店と１店舗の改装を実施し、お好み焼き業態で３店舗の閉店を実施しました。売上高については、加

盟契約店舗数の増加による売上ロイヤルティ収入の増加等により、 千円（前年同期比 ％増）となりま

した。 

  

（２）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２四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となり

ました。これは主に現金及び預金が増加したこと及び設備投資により有形固定資産が増加したこと等によるもの

であります。  

 当第２四半期会計期間末の負債は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となりま

した。これは主に資産除去債務を新たに計上したこと等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の増加となり

ました。これは主に利益剰余金の増加によるものであり、自己資本比率は ％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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、前事業年度末と比較し

千円増加し、 千円（前年同四半期比 千円増）となりました。当第２四半期累計期間に

おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同四半期は 千円

の獲得）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益が 千円あったこと及び減価償却費 千円によるキャッシュ・フ

ローの増加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） 

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

7,732,493 26.9 714,278

65.3 732,653 64.4 340,096

55.6

4,139,383 33.8

1,529,471 31.5

907,428 12.6

348,628 8.6

807,581 14.2

8,635,958 578,703

5,648,131 253,466

2,987,827 325,237

34.5

246,293 2,115,273 681,914

1,089,303 326,111

623,259 267,539

378,238 508,882



使用）となりました。 

 これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が 千円あったこと等を反映したものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の

獲得）となりました。 

 これは主に、設備投資のための借入金の調達が 千円あったこと及び借入金の返済が 千円あった

こと等を反映したものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成23年６月期の業績予想につきましては、平成22年８月11日に公表しました内容に変更はございません。 

  

（１）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 

（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

を利用する方法によっております。 

２．特有の会計処理  

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、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。 

  

（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） 

 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）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、営業利益及び経常利益が 千円減少し、税引前四半期純利益が 千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 千円であります。 

   

  

352,725

464,770 128,209

120,000 561,436

２．その他の情報

3,074 43,726

88,462



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 2,116,279 1,869,985

売掛金 240,236 197,126

商品及び製品 119,860 93,852

原材料及び貯蔵品 14,485 13,547

その他 282,362 249,066

貸倒引当金 △72 △61

流動資産合計 2,773,153 2,423,517

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,861,878 2,684,799

その他（純額） 1,188,403 1,154,842

有形固定資産合計 4,050,282 3,839,642

無形固定資産 66,011 69,609

投資その他の資産   

差入保証金 1,341,424 1,324,984

その他 407,576 399,501

貸倒引当金 △2,489 －

投資その他の資産合計 1,746,512 1,724,485

固定資産合計 5,862,805 5,633,738

資産合計 8,635,958 8,057,255

負債の部   

流動負債   

買掛金 557,504 374,848

短期借入金 188,000 188,000

1年内返済予定の長期借入金 928,457 1,026,068

未払法人税等 300,688 205,725

株主優待引当金 16,285 12,695

その他 1,012,456 709,045

流動負債合計 3,003,391 2,516,382

固定負債   

長期借入金 1,774,720 2,118,545

退職給付引当金 128,533 112,493

役員退職慰労引当金 164,700 161,900

資産除去債務 93,764 －

その他 483,021 485,343

固定負債合計 2,644,739 2,878,282

負債合計 5,648,131 5,394,665



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 723,771 712,540

資本剰余金 618,459 611,574

利益剰余金 1,644,193 1,339,180

自己株式 △861 △615

株主資本合計 2,985,563 2,662,680

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △119 △254

評価・換算差額等合計 △119 △254

新株予約権 2,384 165

純資産合計 2,987,827 2,662,590

負債純資産合計 8,635,958 8,057,255



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,088,804 7,732,493

売上原価 1,720,193 2,320,771

売上総利益 4,368,611 5,411,721

販売費及び一般管理費 3,936,529 4,697,443

営業利益 432,082 714,278

営業外収益   

受取利息 6,253 6,025

受取配当金 45 54

受取賃貸料 9,780 －

協賛金収入 39,347 41,769

その他 3,091 5,495

営業外収益合計 58,517 53,345

営業外費用   

支払利息 34,791 28,978

貸倒引当金繰入額 － 2,489

賃貸収入原価 9,000 －

その他 1,274 3,502

営業外費用合計 45,066 34,970

経常利益 445,533 732,653

特別利益   

固定資産売却益 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失   

固定資産除却損 15,099 12,853

店舗閉鎖損失 － 54,063

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,651

解約精算金 12,600 －

その他 8,030 1,823

特別損失合計 35,730 109,393

税引前四半期純利益 409,815 623,259

法人税等 191,244 283,163

四半期純利益 218,570 340,096



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,937,560 3,908,254

売上原価 833,711 1,191,811

売上総利益 2,103,848 2,716,442

販売費及び一般管理費 1,975,407 2,336,239

営業利益 128,441 380,203

営業外収益   

受取利息 3,118 2,992

受取配当金 23 23

受取賃貸料 4,890 －

協賛金収入 19,994 20,688

その他 1,592 2,656

営業外収益合計 29,618 26,361

営業外費用   

支払利息 17,088 13,960

賃貸収入原価 4,500 －

その他 748 979

営業外費用合計 22,336 14,939

経常利益 135,723 391,625

特別損失   

固定資産除却損 12,692 1,482

解約精算金 12,600 －

特別損失合計 25,292 1,482

税引前四半期純利益 110,430 390,142

法人税等 53,902 175,570

四半期純利益 56,528 214,572



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７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   

税引前四半期純利益 409,815 623,259

減価償却費 222,285 267,539

株式報酬費用 － 2,354

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 2,500

株主優待引当金の増減額（△は減少） 11,631 3,589

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,744 16,040

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,110 2,800

受取利息及び受取配当金 △6,298 △6,080

支払利息 34,791 28,978

有形固定資産売却損益（△は益） △12 －

有形固定資産除却損 12,622 12,170

投資有価証券評価損益（△は益） 2,884 715

店舗閉店損失 － 50,942

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,651

売上債権の増減額（△は増加） △13,620 △43,110

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,625 △26,945

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,191 △33,845

仕入債務の増減額（△は減少） 100,007 182,655

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,662 16,504

未払費用の増減額（△は減少） 50,175 98,347

その他の負債の増減額（△は減少） △43,975 36,019

預り保証金の増減額（△は減少） 12,560 31,500

その他 2,746 △5,751

小計 698,992 1,300,835

利息及び配当金の受取額 57 78

利息の支払額 △34,516 △28,527

法人税等の支払額 △338,421 △183,083

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,111 1,089,303

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △0 △0

有形固定資産の取得による支出 △469,946 △352,725

有形固定資産の売却による収入 190 6,721

無形固定資産の取得による支出 △10,637 △2,048

差入保証金の差入による支出 △68,927 △66,379

差入保証金の回収による収入 40,742 44,548

その他 △303 △8,354

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,882 △378,238



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31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） 10,167 －

長期借入れによる収入 687,000 120,000

長期借入金の返済による支出 △533,364 △561,436

割賦債務の返済による支出 △5,553 △5,635

株式の発行による収入 560 17,538

自己株式の取得による支出 － △245

配当金の支払額 △30,599 △34,992

財務活動によるキャッシュ・フロー 128,209 △464,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,561 246,293

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,920 1,868,979

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,433,359 2,115,273



 該当事項はありません。  

  

  

 当社は飲食店事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。   

  

（追加情報） 

 第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

  

 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）セグメント情報

（６）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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