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1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年2月28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8月期第2四半期 47,497 △0.8 5,047 △27.4 5,277 △22.0 2,289 △39.6

22年8月期第2四半期 47,856 17.6 6,954 239.8 6,768 ― 3,788 ―

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8月期第2四半期 44.79 ―

22年8月期第2四半期 74.11 ―

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8月期第2四半期 72,257 55,748 77.1 1,089.64
22年8月期 74,102 53,906 72.7 1,054.06

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  55,703百万円 22年8月期  53,885百万円

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8月期 ― ― ― 18.00 18.00

23年8月期 ― ―

23年8月期 
（予想）

― 18.00 18.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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  有  
 

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 100,000 0.5 12,500 △13.0 12,600 △10.1 5,900 △24.8 115.41



(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  無  
（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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想にご利用に当たっての注意事項等について
は、添付資料2ページ「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期2Q 52,272,342株 22年8月期  52,272,342株

② 期末自己株式数 23年8月期2Q  1,150,877株 22年8月期  1,150,699株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 51,121,602株 22年8月期2Q 51,122,473株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復にともなう輸出の増加や政府の経済対策によ

る企業業績の改善がみられたものの、資源や食糧価格の高騰による物価の上振れ懸念の台頭など、先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましても、雇用環境の不安による消費者の節約志向や企業間の価格競争など、企業を取り巻く経

営環境は大変厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、「外食業の産業化」の実現を目指したプロジェクトの

継続やメニューの改善、新規出店など、さらなる収益力の強化に取り組んでまいりました。 

 これらの取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は474億97百万円（前年同期比0.8％減）、営業利

益は50億47百万円（前年同期比27.4％減）、経常利益は52億77百万円（前年同期比22.0％減）、四半期純利益は22

億89百万円（前年同期比39.6％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

「日本」は、新規出店や「外食業の産業化」の実現を目指したプロジェクトの推進などにより、売上高455億13百

万円、営業利益は49億49百万円となりました。 

「豪州」は主に当社で使用する食材の製造を行っており、当社の売上高の推移に伴い、売上高19億59百万円、営業

利益は76百万円となりました。 

「中国」は、新規出店による新規顧客の獲得や知名度の浸透に努めました。売上高19億70百万円、営業利益は42百

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 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は722億57百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億44百万円の減

少となりました。主な要因は、現金及び預金の減少46億１百万円などであります。 

 負債は、主に長期借入金の減少14億88百万円などにより、前連結会計年度末と比較して36億87百万円減少し、

165億８百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して18億42百万円増加し、557億48百万円となりました。この結果、自己資

本比率は77.1％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動におきましては、税金等調整前四半期純利益39億15百万円、減価償却費16億79百万円、法人税等の支払

額29億89百万円等により、18億33百万円の収入（前年同四半期は95億79百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動におきましては、有形固定資産の取得による支出25億85百万円等により、26億41百万円の支出（前年同

四半期は18億32百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動におきましては、長期借入金の返済による支出27億21百万円等により、36億36百万円の支出（前年同四

半期は35億83百万円の支出）となりました。 

（現金及び現金同等物の期末残高） 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して46億１

百万円減少し、180億52百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

 当第２四半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益は概ね堅調に推移いたしまし

た。しかしながら平成23年8月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年3月11日に発生しました震災等の

影響により売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前回予想を下回る見込みとなりましたので、以下のとおり

修正いたします。 

 なお、平成22年10月12日に発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

（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 

 記載すべき重要な事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。これにより営業利益、経常利益は65百万円及び税金等調整前四半期純利益は12億49百万円減少してお

ります。 

  

（４）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。  

  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 

前回発表予想（Ａ）  102,500  14,600  14,600  7,200  140  84

今回修正予想（Ｂ）  100,000  12,500  12,600  5,900  115  41

増減額（Ｂ－Ａ）  △2,500  △2,100  △2,000  △1,300 － 

増減率（％） △2.4 △14.4 △13.7 △18.1 － 

前期実績 99,459 14,365 14,022 7,842 153 40 

２．その他の情報



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２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,052 22,654

テナント未収入金 517 679

商品及び製品 3,346 3,147

原材料及び貯蔵品 773 536

繰延税金資産 905 975

その他 1,758 1,935

流動資産合計 25,354 29,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,026 18,249

機械装置及び運搬具（純額） 2,176 2,132

工具、器具及び備品（純額） 2,254 1,975

土地 5,381 5,357

リース資産（純額） 164 169

建設仮勘定 225 154

有形固定資産合計 30,229 28,038

無形固定資産 312 208

投資その他の資産   

投資有価証券 2,124 2,161

敷金及び保証金 7,609 7,411

建設協力金 3,614 3,914

繰延税金資産 630 45

その他 2,397 2,410

貸倒引当金 △16 △17

投資その他の資産合計 16,360 15,924

固定資産合計 46,902 44,172

資産合計 72,257 74,102



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,633 3,473

1年内返済予定の長期借入金 4,209 5,442

リース債務 7 7

未払法人税等 2,218 3,152

賞与引当金 1,109 1,205

株主優待引当金 191 207

デリバティブ負債 400 782

資産除去債務 26 －

その他 3,273 4,132

流動負債合計 14,069 18,403

固定負債   

長期借入金 － 1,488

リース債務 160 164

資産除去債務 2,184 －

繰延税金負債 2 7

その他 91 131

固定負債合計 2,438 1,792

負債合計 16,508 20,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 38,303 36,933

自己株式 △1,275 △1,274

株主資本合計 54,647 53,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117 △80

為替換算調整勘定 1,173 686

評価・換算差額等合計 1,056 606

新株予約権 45 21

純資産合計 55,748 53,906

負債純資産合計 72,257 74,102



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 47,856 47,497

売上原価 15,601 15,265

売上総利益 32,255 32,232

販売費及び一般管理費 25,301 27,185

営業利益 6,954 5,047

営業外収益   

受取利息 72 95

デリバティブ評価益 － 381

還付加算金 39 －

その他 16 75

営業外収益合計 129 552

営業外費用   

支払利息 35 16

為替差損 238 292

デリバティブ評価損 32 －

その他 7 13

営業外費用合計 314 322

経常利益 6,768 5,277

特別利益   

補償金収入 51 22

特別利益合計 51 22

特別損失   

減損損失 7 66

固定資産除却損 57 50

店舗閉店損失 89 67

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,200

特別損失合計 154 1,384

税金等調整前四半期純利益 6,665 3,915

法人税、住民税及び事業税 182 2,146

法人税等調整額 2,694 △520

法人税等合計 2,876 1,625

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,289

四半期純利益 3,788 2,289



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９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 6,665 3,915

減価償却費 1,388 1,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 248 △95

株主優待引当金の増減額（△は減少） △24 △16

受取利息及び受取配当金 △72 △95

還付加算金 △39 －

支払利息 35 16

為替差損益（△は益） 249 288

デリバティブ評価損益（△は益） 32 △381

固定資産除却損 57 50

店舗閉店損失 89 67

減損損失 7 66

補償金収入 △51 △22

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,200

テナント未収入金の増減額（△は増加） 6 162

たな卸資産の増減額（△は増加） 26 △405

その他流動資産の増減額（△は増加） 169 169

買掛金の増減額（△は減少） △343 △842

その他流動負債の増減額（△は減少） △314 △433

その他 206 △545

小計 8,337 4,777

利息及び配当金の受取額 40 61

利息の支払額 △34 △15

法人税等の支払額 △237 △2,989

法人税等の還付額 1,472 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,579 1,833



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

非連結子会社株式の取得による支出 △219 －

有形固定資産の取得による支出 △1,695 △2,585

無形固定資産の取得による支出 △14 △122

敷金・保証金・建設協力金の支出 △268 △298

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 363 404

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） 1 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,832 △2,641

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △2,667 △2,721

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △914 △915

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,583 △3,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 △236 △156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,926 △4,601

現金及び現金同等物の期首残高 14,681 22,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,608 18,052



 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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