
  

１． 平成23年５月期第３四半期の連結業績 （平成22年６月１日～平成23年２月28日） 

  

 (注） 平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年５月期第３四半期の数値及び対前年同

四半期増減率については記載しておりません。  
   

（２） 連結財政状態 

（注） 平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年５月期の数値については記載しておりま

せん。 
  
２． 配当の状況 

  

  
３． 平成23年５月期の連結業績予想 （平成22年６月１日～平成23年５月31日） 

  

     ２. 平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりませ

ん。   
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（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５月期第３四半期  29,183  －  3,392  －  3,510  －  1,730  －

22年５月期第３四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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５月期第３四半期  108 43  －

22年５月期第３四半期  －  －

  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５月期第３四半期  28,912  20,830  71.6 1,296  91

22年５月期  －  －  －  －   

（参考） 自己資本 23年５月期第３四半期 20,702百万円 22年５月期 －百万円

  
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５月期   －   －   － 40     00  40     00

23年５月期   －   －  －     

23年５月期（予想）       40     00  40     00

（注） 当四半期における配当予想の修正有無： 無    

  （％表示は、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  38,460  －  4,120  －  4,270  －  2,120  －  132  81

（注） １. 当四半期における業績予想の修正有無： 無  



４． その他 （詳細は、［添付資料］ Ｐ．４ 「２. その他の情報」 をご覧ください。） 

新規       0社  （社名）                       、 除外       0社  （社名） 

（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。 

  

（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。なお、業績予想の前提となる

仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、 「添付資料」 Ｐ.３ 「(３） 連結業績予想に関する定性的情

報」 をご覧ください。 

  

  

  

（１） 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無    

（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無    

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５月期３Ｑ 15,963,000株 22年５月期 15,963,000株

②  期末自己株式数 23年５月期３Ｑ 50株 22年５月期 50株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年５月期３Ｑ 15,962,950株 22年５月期３Ｑ 15,962,950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わが国経済は、新興国向けの輸出の増加や政府による経済対策の効果などに

より、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、急激な円高や経済対策の終了に伴う駆け込み需要の反動、

国際商品市況の高騰などから、景気の先行きには不透明感が強まってまいりました。 

 外食業界におきましても、個人消費を取り巻く環境が大幅に改善するような状況にはないことから、経営環境は

引き続き厳しい状況が続きました。 

 こうした状況の中、国内CoCo壱番屋事業では、「既存店の売上強化」を 重要課題に掲げ、オリジナルのメニュ

ーや販促方法を店舗で考えて実施する「ストアレベルマーケティング」の浸透を図ることで、個店の営業力アップ

に努めてまいりました。 

 また、「宅配の取り組み強化」「ニュータイプ店舗への改装」「メニューの強化」といった従来からの営業施策

に加え、新たな販売チャネルとなるドライブスルーを併設した店舗を増やしてまいりました。 

 国内CoCo壱番屋の出店状況は、新規出店27店舗、退店11店舗を行い、平成23年２月末の店舗数は16店舗増加し

1,164店舗となりました。 

 国内新業態事業につきましては、「収益力の強化」を 重要課題として、メニューの見直しや店舗運営力の強化

に取り組むとともに、不採算店舗の退店を行いました。 

 平成23年２月末の新業態店舗数は、パスタ・デ・ココ25店舗、麺屋ここいち５店舗、にっくい亭２店舗の計32店

舗となりました。 

 こうした結果、当第３四半期連結累計期間における店舗売上高は、全店ベースでは前年同期比3.1％増の521億95

百万円、既存店ベースで同1.4％増となりました。 

 国内の売上高・客数・客単価の前年同期比増減率及び業態別の出店状況は、以下のとおりであります。 

  

「四半期別国内店舗売上高等推移表」                     （前年同期比増減率、％） 

（注）店舗売上高は、直営店とＦＣ店の売上高合計です。 

  

「国内業態別出店状況」                                 （店） 

（※）直営店からＦＣ店への譲渡をCoCo壱番屋で16店舗、パスタ・デ・ココで１店舗、ＦＣ店から直営店への 

   譲受をCoCo壱番屋で２店舗実施しております。 

  

 海外CoCo壱番屋事業につきましては、新たな展開エリアとして、平成22年６月に香港、平成23年２月に米国・ロ

サンゼルスにそれぞれ１号店をオープンいたしました。いずれも売上は堅調に推移しており、更なる出店に向けて

の準備を進めております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  第1四半期 

（H22/6-8） 

第2四半期 

（H22/9-11） 

第3四半期 

（H22/12-H23/2） 

当第3四半期累計

（H22/6-H23/2） 

 全店売上高 1.1 4.3  4.0 3.1

 既存店売上高 △0.2 2.5  1.8 1.4

   客数 0.8 1.7  0.6 1.0

   客単価 △0.9 0.8  1.1 0.3

  
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成23年2月末店舗数

  内 

直営 

  内 

直営 

①-② 内 

直営 

  内 

直営 

CoCo壱番屋（※）  27  14 11 5 16 △5  1,164 251

パスタ・デ・ココ  1  1 6 6 △5 △6  25 23

麺屋ここいち  －  － － － － －  5 5

粥茶寮kassai  －  － 1 1 △1 △1  0 0

にっくい亭  1  1 － － 1 1  2 2

合  計  29  16 18 12 11 △11  1,196 281

㈱壱番屋(7630)　平成23年５月期　第３四半期決算短信

－2－



 海外の出店状況は、以下の表にありますとおり、すでに進出しているアジア各国を中心に14店舗の新規出店を行

った一方で、中国で２店舗の退店を行い、平成23年２月末の海外店舗数は12店舗増の49店舗となりました。 
  
「海外国別出店状況」                                （店） 

（注）海外の店舗は、現地法人の直営店と、それ以外のＦＣ店で構成されております。 
  
 この結果、平成23年２月末の国内外の店舗数は合計1,245店舗となりました。 
  
 こうした取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、291億83百万円となりました。 

 利益面につきましては、既存店売上高が堅調であったことに加え、トッピングで使用する食材や米などの仕入価

格が低下したことや、物流コストの削減など本部経費の抑制によって、営業利益は33億92百万円、経常利益は35億

10百万円、四半期純利益は17億30百万円となりました。 
   
 なお、当社は、平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、業績の前年同期比較を

行っておりません。 

 個別の損益計算書につきましては、添付資料Ｐ13「（２）（参考）四半期損益計算書（個別）」をご覧くださ

い。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、289億12百万円となりました。このうち、流動資産は98億33百万円と

なり、主な内訳として現金及び預金が67億43百万円となりました。また固定資産は190億78百万円となり、主な内

訳として有形固定資産が133億99百万円となりました。負債は80億81百万円となり、主な内訳として流動負債が45

億11百万円となりました。純資産は208億30百万円となり、主な内訳として利益剰余金が179億80百万円となりまし

た。   
  
(キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累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、65億37百万円となりま

した。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は21億99百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30億68百万円の

計上、減価償却費７億20百万円や減損損失２億71百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払16億31

百万円があったことなど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） 

 投資活動による資金の減少は７億29百万円となりました。これは主に定期預金の預入による支出２億17百万円や

有形固定資産の取得による支出７億80百万円、有価証券の取得による支出４億99百万円などがあった一方で、店舗

売却による収入３億31百万円、有価証券の償還による収入５億円があったことなど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） 

 財務活動による資金の減少は16億41百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出39億円や配当

金の支払額６億38百万円があった一方で、短期借入れによる収入30億円があったことなどによるものであります。
  
なお、当社は、平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期連結累

計期間の記載は行っておりません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」による当社業績への影響は、今後において不透明な面も

ありますが、現時点において平成23年１月７日に公表した通期の業績予想に変更はありません。 

  

  
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成23年2月末店舗数 

   内現法

直営 

   内現法

直営 

①-②  内現法

直営 

  内現法  

直営 

米国  1  1 － － 1 1  5  1

中国  3  3 2 2 1 1  16  16

台湾  3  3 － － 3 3  9  9

韓国  3  － － － 3 －  8  2

タイ  3  － － － 3 －  10  5

香港  1  1 － － 1 1  1  1

合  計  14  8 2 2 12 6  49  34
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（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.簡便な会計処理  

  該当事項はありません。 

  

 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。 

  

（３）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、営業利益9,396千円、経常利益12,254千円、税金等調整前四半期純利益152,512千円がそれぞれ減

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448,148千円であります。 

   

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 6,743,076

売掛金 2,060,108

商品及び製品 292,657

仕掛品 16,057

原材料及び貯蔵品 194,706

繰延税金資産 105,254

その他 422,080

貸倒引当金 △153

流動資産合計 9,833,788

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 6,112,994

機械装置及び運搬具（純額） 504,896

土地 5,968,480

リース資産（純額） 468,090

その他（純額） 344,876

有形固定資産合計 13,399,338

無形固定資産 232,207

投資その他の資産  

投資有価証券 1,528,778

繰延税金資産 962,439

差入保証金 2,460,374

その他 606,557

貸倒引当金 △111,333

投資その他の資産合計 5,446,816

固定資産合計 19,078,361

資産合計 28,912,150
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,863,408

短期借入金 600,000

未払金 967,710

未払法人税等 505,746

賞与引当金 105,297

資産除去債務 7,068

その他 462,296

流動負債合計 4,511,528

固定負債  

リース債務 397,719

退職給付引当金 397,943

債務保証損失引当金 22,053

長期預り保証金 2,214,934

資産除去債務 422,051

その他 115,047

固定負債合計 3,569,749

負債合計 8,081,278

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,503,270

資本剰余金 1,388,470

利益剰余金 17,980,697

自己株式 △101

株主資本合計 20,872,335

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △102,411

為替換算調整勘定 △67,374

評価・換算差額等合計 △169,785

少数株主持分 128,322

純資産合計 20,830,872

負債純資産合計 28,912,150
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 29,183,805

売上原価 14,450,673

売上総利益 14,733,131

販売費及び一般管理費 11,340,772

営業利益 3,392,358

営業外収益  

受取利息及び配当金 36,217

受取家賃 369,979

その他 61,281

営業外収益合計 467,478

営業外費用  

支払利息 18,997

賃貸費用 319,530

その他 11,087

営業外費用合計 349,614

経常利益 3,510,221

特別利益  

店舗売却益 52,661

受取補償金 14,600

その他 14,600

特別利益合計 81,862

特別損失  

固定資産除却損 47,117

減損損失 271,156

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 118,253

役員退職慰労金 44,880

その他 42,339

特別損失合計 523,746

税金等調整前四半期純利益 3,068,337

法人税、住民税及び事業税 1,303,156

法人税等調整額 36,905

法人税等合計 1,340,061

少数株主損益調整前四半期純利益 1,728,276

少数株主損失（△） △2,635

四半期純利益 1,730,911
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 9,764,950

売上原価 4,833,548

売上総利益 4,931,402

販売費及び一般管理費 3,716,583

営業利益 1,214,818

営業外収益  

受取利息及び配当金 13,276

受取家賃 124,332

その他 28,664

営業外収益合計 166,273

営業外費用  

支払利息 5,465

賃貸費用 110,089

その他 5,188

営業外費用合計 120,742

経常利益 1,260,349

特別利益  

店舗売却益 9,919

その他 167

特別利益合計 10,086

特別損失  

固定資産除却損 11,717

減損損失 29,354

その他 14,173

特別損失合計 55,245

税金等調整前四半期純利益 1,215,190

法人税、住民税及び事業税 444,641

法人税等調整額 80,762

法人税等合計 525,403

少数株主損益調整前四半期純利益 689,787

少数株主損失（△） △437

四半期純利益 690,224
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28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 3,068,337

減価償却費 720,423

減損損失 271,156

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,902

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,191

受取利息及び受取配当金 △36,217

支払利息 18,997

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 118,253

売上債権の増減額（△は増加） 160,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,780

仕入債務の増減額（△は減少） △192,445

その他 △247,872

小計 3,812,201

利息及び配当金の受取額 36,132

利息の支払額 △17,376

法人税等の支払額 △1,631,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,199,161

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 △217,268

有形固定資産の取得による支出 △780,790

店舗売却による収入 331,611

有価証券の取得による支出 △499,914

有価証券の償還による収入 500,000

関係会社出資金の払込による支出 △35,244

その他 △27,730

投資活動によるキャッシュ・フロー △729,336

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 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △3,900,000

配当金の支払額 △638,518

その他 △102,531

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,641,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,933

現金及び現金同等物の期首残高 6,762,743

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,537,809
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  該当事項はありません。 

  

  

  
当社グループにおいては、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
  
(追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「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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（参考）四半期財務諸表（個別）

この四半期財務諸表(個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき、当社が任意で作成したものです。

（1）　（参考）四半期貸借対照表（個別）
(単位：千円）

前事業年度末に係る

当第３四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成23年２月28日） (平成22年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,194,165 6,024,863

売掛金 2,060,108 2,220,167

商品及び製品 292,140 303,136

仕掛品 16,057 10,941

原材料及び貯蔵品 192,770 173,713

繰延税金資産 105,254 182,494

その他 419,296 381,531

貸倒引当金 △ 153 △ 157

流動資産合計 9,279,639 9,296,690

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 5,632,384 5,642,044

構築物（純額） 450,735 474,914

機械及び装置（純額） 502,456 562,550

車両運搬具（純額） 376 560

工具、器具及び備品（純額） 234,811 250,987

土地 5,968,480 5,984,676

リース資産（純額） 468,090 458,457

建設仮勘定 65,497 5,233

有形固定資産合計 13,322,833 13,379,424

無形固定資産 232,207 199,677

投資その他の資産

投資有価証券 1,528,778 1,502,492

関係会社株式 786,781 786,781

繰延税金資産 962,439 933,235

差入保証金 2,439,741 2,579,941

その他 415,167 351,789

貸倒引当金 △ 111,333 △ 107,752

投資その他の資産合計 6,021,575 6,046,488

固定資産合計 19,576,616 19,625,590

資産合計 28,856,256 28,922,281

㈱壱番屋(7630)　平成23年５月期　第３四半期決算短信

－11－



(単位：千円）

前事業年度末に係る

当第３四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成23年２月28日） (平成22年５月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 1,860,634 2,056,026

短期借入金 600,000 1,500,000

未払金 965,360 979,124

未払法人税等 505,746 862,089

賞与引当金 105,297 214,199

資産除去債務 7,068 －

その他 461,380 462,676

流動負債合計 4,505,488 6,074,116

固定負債

リース債務 397,719 394,829

退職給付引当金 397,943 341,751

債務保証損失引当金 22,053 22,053

長期預り保証金 2,214,934 2,214,652

資産除去債務 422,051 －

その他 111,402 209,606

固定負債合計 3,566,104 3,182,892

負債合計 8,071,593 9,257,009

純資産の部

株主資本

　 資本金 1,503,270 1,503,270

資本剰余金 1,388,470 1,388,470

利益剰余金 17,995,436 16,892,490

自己株式 △ 101 △ 101

株主資本合計 20,887,074 19,784,129

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 102,411 △ 118,857

評価・換算差額等合計 △ 102,411 △ 118,857

純資産合計 20,784,663 19,665,271

負債純資産合計 28,856,256 28,922,281
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（２）　（参考）四半期損益計算書（個別）

（第３四半期累計期間）

(単位：千円）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

 (自　平成21年６月　１日  (自　平成22年６月　１日
　至　平成22年２月28日） 　至　平成23年２月28日）

売上高 28,309,378 29,115,031

売上原価 14,369,287 14,432,212

売上総利益 13,940,090 14,682,819

販売費及び一般管理費 11,311,720 11,275,490

営業利益 2,628,370 3,407,328

営業外収益

受取利息及び配当金 36,337 34,566

受取家賃 358,412 369,979

その他 95,552 61,135

営業外収益合計 490,301 465,681

営業外費用

支払利息 30,110 18,997

賃貸費用 301,614 319,530

その他 11,802 11,073

営業外費用合計 343,526 349,601

経常利益 2,775,145 3,523,409

特別利益

店舗売却益 11,977 52,661

受取補償金 - 14,600

受取和解金 86,454 -

その他 - 14,600

特別利益合計 98,431 81,862

特別損失

固定資産除却損 71,546 47,117

減損損失 448,169 271,156

資産除去債務会計基準適用による影響額 - 118,253

役員退職慰労金 - 44,880

その他 59,258 42,339

特別損失合計 578,974 523,746

税引前四半期純利益　 2,294,603 3,081,525

法人税、住民税及び事業税 1,115,798 1,303,156

法人税等調整額 △ 65,266 36,905

法人税等合計 1,050,531 1,340,061

四半期純利益　　　　　　　　　　　　　 1,244,071 1,741,463
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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 当第３四半期会計期間

 (自　平成21年12月　１日  (自　平成22年12月　１日
　至　平成22年２月28日） 　至　平成23年２月28日）

売上高 9,317,718 9,735,936

売上原価 4,691,569 4,824,952

売上総利益 4,626,148 4,910,984

販売費及び一般管理費 3,693,044 3,693,407

営業利益 933,104 1,217,577

営業外収益

受取利息及び配当金 13,392 12,758

受取家賃 118,919 124,332

その他 58,482 28,610

営業外収益合計 190,795 165,701

営業外費用

支払利息 9,454 5,465

賃貸費用 100,213 110,089

その他 2,053 5,183

営業外費用合計 111,721 120,738

経常利益 1,012,177 1,262,541

特別利益

店舗売却益 375 9,919

その他 162 167

特別利益合計 538 10,086

特別損失

固定資産除却損 21,933 11,717

減損損失 117,312 29,354

その他 6,994 14,173

特別損失合計 146,240 55,245

税引前四半期純利益　 866,475 1,217,382

法人税、住民税及び事業税 333,151 444,641

法人税等調整額 55,330 80,762

法人税等合計 388,481 525,403

四半期純利益　　　　　　　　　　　　　 477,994 691,978
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