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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） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 2,683 10.5 57 △24.1 40 △43.9 △181 ―
22年6月期第2四半期 2,428 △1.8 76 48.1 72 129.5 58 361.3

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 △108.84 ―
22年6月期第2四半期 35.28 35.27

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 4,262 1,020 23.9 612.46
22年6月期 3,979 1,219 30.6 731.38

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  1,020百万円 22年6月期  1,218百万円

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6月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年6月期 ― ―
23年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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   

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 5,405 10.3 148 111.4 114 107.3 △98 ― △59.06
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(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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3*「その他」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 1,665,900株 22年6月期  1,665,900株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  295株 22年6月期  295株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 1,665,605株 22年6月期2Q 1,664,577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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであり実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

   当第２四半期の経済概況は、引き続き新興国の需要拡大が進む一方、各国の通貨安政策により円高が進行しました

  が、企業収益は概ね拡大傾向にありました。国内消費は、デフレーションが継続する中、個人消費の抑制傾向は続い

  たものの、政府の消費刺激策等により一部で明るさがみられました。 

  国内の外食産業におきましては、市場規模の縮小に歯止めが掛かり始めましたが、引き続き牛丼270円、回転寿司

一皿90円、270円均一の居酒屋等、デフレ経済を反映した低価格業態が台頭し、企業間競争は一段と激化する一方、

アジア地域等の海外出店に活路を求める企業も多くなってきました。 

  

  このような環境下で当社は、当第２四半期に新規出店は無く、「一刻魁堂」の既存店５店舗で第１四半期に採用 

 した新デザインへの改装を実施しました。また「中華定食」浜北食堂については業態転換改装を実施「一刻魁堂」 

 浜北店とし、当第２四半期累計の改装店舗数は11店舗となりました。また「龍虎餐房(ロンフーダイニング)」御嵩 

 ラスパ店は営業不振により退店しました。 

  これらの結果、当第２四半期末の店舗数は71店舗（前第２四半期末比６店舗の増加）で、業態別の店舗数は、 

 「一刻魁堂」47店舗（同１店舗の増加）、「中華食堂(「旨飯中華食房」を含む)」９店舗（同２店舗の減少）、 

 「ロンフー亭」２店舗（同２店舗の増加）、「龍虎餐房」12店舗（同５店舗の増加）、および「阿詩瑪石(アーシー

 マーシー)」１店舗（同１店舗の増加）となりました。 

  

  営業面では、引き続き商品力の改善に注力しつつ積極的な広告宣伝を行いました。また正社員を積極採用し、店 

 舗への配置人数を増加させ組織強化に努め店舗運営力向上を図った結果、当第２四半期の既存店売上高は、前第２ 

 四半期比2.4％の増加（同累計期間比では1.4％の増加）を示しました。原価面では、名古屋センターおよび有松工

 場の生産効率改善に努め、秋口からは米価も下落しましたが、夏の猛暑の影響が残り野菜や鶏卵価格が高値推移し 

 た結果、売上原価率は当第２四半期において、第１四半期比では1.5ポイント改善、また前第２四半期比では0.4ポ 

 イント悪化しました。 

  

  以上によりまして、当第２四半期累計期間の売上高は、店舗数純増に加え既存店売上も伸張した結果2,683百万 

  円（前期同期間比10.5％増）となりました。 

  利益面では、当第２四半期会計期間に店舗での適正人員配置徹底による労働時間コントロールの成果が現れ、営 

 業利益・経常利益では前期同期間比での増益を確保しましたが、当第２四半期累計期間では営業利益57百万円 

 (同24.1％減)、経常利益40百万円（同43.9％減）となり、第１四半期会計期間での前期比減益分を回復するまでに 

 は至りませんでした。 

  また最終利益は、第1四半期会計期間に計上した資産除去債務の過去費用一括計上分等の特別損失166百万円に加 

 え、新たに店舗退店による減損損失28百万円および店舗改装による固定資産除却損10百万円を計上した結果、当第 

 ２四半期累計期間では四半期純損失181百万円（前期同期間四半期純利益58百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

     当第２四半期会計期間末における流動資産は800百万円となり、前事業年度末に比べ296百万円増加しました。主な

   要因は、現金及び預金が248百万円増加したためです。 

    固定資産は3,461百万円となり、前事業年度末に比べ13百万円減少しました。主な要因は、業態転換、改装により 

  有形固定資産が9百万円増加するも、投資その他の資産が22百万円減少したためであります。 

      流動負債は1,489百万円となり、前事業年度末に比べ108百万円増加しました。主な要因は、一年以内返済長期借入

    金が64百万円、その他（リース債務）が24百万円および買掛金が19百万円増加したためであります。 

      固定負債は1,751百万円となり、前事業年度末に比べ373百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が228百万 

    円、その他（リース債務）が94百万円および資産除去債務が42百万円増加したためであります。 

     以上の結果、当第２四半期会計期間末の自己資本比率は23.9％、１株当たり純資産額は612円46銭となりました。 

  

   キャッシュ・フローの状況  

     当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 248百万

  円増加し529百万円となりました。 

     なお、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） 

        営業活動により得られた資金は133百万円（前年同期は209百万円の収入）となりました。これは主に税引前当期

   純損失157百万円、減価償却費136百万円および減損損失158百万円計上によるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動により使用した資金は107百万円（前年同期は47百万円の支出）となりました。これは主に改装等に伴

 う有形固定資産の取得による支出92百万円、差入保証金の差入による支出15百万円によるものです。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動により得られた資金は222百万円（前年同期は35百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金 

 の借入れによる収入670百万円があった一方、長期借入金の返済による支出376百万円および社債の償還による支出

 55百万円があったことによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月11日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

減価償却費の計算 

 固定資産の減価償却費の計算方法は、当第２四半期会計期間末に有する固定資産について、年間償却費を期間 

按分する方法としております。  

  

（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、当第２四半期累計期間の営業利益が０百万円、経常利益が１百万円減少し、税引前四半期純損失が

22百万円増加しております。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45百万円であります。

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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 529,370 281,246

売掛金 3,947 825

預入金 106,122 78,531

製品 17,694 13,115

仕掛品 17,041 10,476

原材料及び貯蔵品 25,068 13,862

その他 101,581 106,020

流動資産合計 800,827 504,080

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,625,006 1,707,173

土地 588,273 588,273

その他（純額） 451,462 360,017

有形固定資産合計 2,664,742 2,655,463

無形固定資産   

その他 7,751 8,141

無形固定資産合計 7,751 8,141

投資その他の資産   

その他 789,422 811,849

投資その他の資産合計 789,422 811,849

固定資産合計 3,461,916 3,475,453

資産合計 4,262,743 3,979,533

負債の部   

流動負債   

買掛金 148,141 128,531

短期借入金 167,600 150,600

1年内返済予定の長期借入金 744,248 679,956

1年内償還予定の社債 10,000 60,000

未払法人税等 23,037 36,103

賞与引当金 8,197 8,020

資産除去債務 2,306 －

その他 386,453 318,655

流動負債合計 1,489,985 1,381,867

固定負債   

社債 35,000 40,000

長期借入金 1,450,702 1,221,799

退職給付引当金 20,005 19,014

資産除去債務 42,732 －

その他 203,370 97,839

固定負債合計 1,751,809 1,378,652

負債合計 3,241,795 2,760,519
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（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 624,555 624,555

資本剰余金 539,603 539,603

利益剰余金 △143,218 54,717

自己株式 △193 △193

株主資本合計 1,020,747 1,218,683

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △626 △497

評価・換算差額等合計 △626 △497

新株予約権 828 828

純資産合計 1,020,948 1,219,014

負債純資産合計 4,262,743 3,979,533
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（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 2,428,210 2,683,064

売上原価 621,584 729,524

売上総利益 1,806,626 1,953,539

販売費及び一般管理費 1,730,379 1,895,659

営業利益 76,246 57,879

営業外収益   

受取利息 503 424

受取配当金 33 27

賃貸不動産収入 32,667 30,804

その他 17,263 3,126

営業外収益合計 50,467 34,382

営業外費用   

支払利息 15,718 17,686

社債利息 703 427

賃貸不動産費用 30,929 29,397

その他 6,718 3,972

営業外費用合計 54,068 51,484

経常利益 72,644 40,776

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 8,020

固定資産受贈益 6,733 －

その他 161 －

特別利益合計 6,894 8,020

特別損失   

固定資産除却損 6,918 22,323

減損損失 － 158,947

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,680

その他 － 5,045

特別損失合計 6,918 205,996

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 72,620 △157,199

法人税、住民税及び事業税 13,888 15,125

法人税等調整額 － 8,955

法人税等合計 13,888 24,080

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,732 △181,280
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（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 1,164,801 1,292,556

売上原価 302,425 341,137

売上総利益 862,375 951,418

販売費及び一般管理費 853,381 920,376

営業利益 8,994 31,041

営業外収益   

受取利息 218 166

受取配当金 33 27

賃貸不動産収入 15,892 15,246

その他 15,746 2,699

営業外収益合計 31,890 18,139

営業外費用   

支払利息 8,159 8,630

社債利息 370 64

賃貸不動産費用 15,369 14,412

その他 2,029 2,038

営業外費用合計 25,929 25,145

経常利益 14,955 24,035

特別損失   

固定資産除却損 1,694 10,868

減損損失 － 28,878

特別損失合計 1,694 39,747

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 13,261 △15,711

法人税、住民税及び事業税 6,661 7,495

法人税等調整額 － △1,217

法人税等合計 6,661 6,278

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,599 △21,989
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（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又は税引前四半期純損失
（△）

72,620 △157,199

減価償却費 131,132 136,407

減損損失 － 158,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,294 991

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,530 177

受取利息及び受取配当金 △536 △451

支払利息 16,421 18,114

固定資産除却損 6,918 22,323

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,680

固定資産受贈益 △6,733 －

売上債権の増減額（△は増加） △6 △3,121

預入金の増減額（△は増加） △16,371 △27,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,493 △22,349

仕入債務の増減額（△は減少） 23,988 19,610

未払金の増減額（△は減少） 13,726 8,362

未払費用の増減額（△は減少） 3,490 13,508

その他 13,748 △7,663

小計 251,141 179,744

利息及び配当金の受取額 112 128

利息の支払額 △17,923 △18,576

法人税等の支払額 △24,261 △27,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,068 133,605

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △50,041 △92,083

貸付けによる支出 － △200

貸付金の回収による収入 6,746 3,732

差入保証金の差入による支出 △4,716 △15,720

差入保証金の回収による収入 3,310 300

その他 △2,430 △3,960

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,131 △107,931

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） 30,800 17,000

長期借入れによる収入 385,000 670,000

長期借入金の返済による支出 △381,357 △376,805

社債の償還による支出 △50,000 △55,000

リース債務の返済による支出 △4,436 △17,871

設備関係割賦債務の返済による支出 △463 －

配当金の支払額 △14,724 △14,872

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,181 222,450
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（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,756 248,124

現金及び現金同等物の期首残高 332,908 281,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 459,664 529,370
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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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