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（百万円未満切捨て） 
１．平成 24年 2月期第 1四半期の連結業績（平成 23年 3月 1日～平成 23年 5月 31日） 
（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 ％ 

24年 2月期第 1四半期 8,556 2.8 364 △6.3 333 0.7 △327 ― 
23年 2月期第 1四半期 8,325 6.2 388 575.7 331 ― 249 556.0 

 

 
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 

24年 2月期第 1四半期 △14.85 ― 
23年 2月期第 1四半期 11.59 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 

24年 2月期第 1四半期 23,721 9,998 42.2 453.28 
23年 2月期 23,069 10,462 45.4 474.33 

(参考)自己資本 24年 2月期第 1四半期         9,998百万円 23年 2月期     10,462百万円 

 
２．配当の状況 

 
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    
23年 2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00    
24年 2月期 ―        

24年 2月期(予想)  5.00 ― 6.00 11.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成 24年 2月期の連結業績予想（平成 23年 3月 1日～平成 24年 2月 29日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 

第２四半期(累計) 17,300     2.8 800    18.7 750    27.8 140  △68.6 6.34 
通  期 35,500     3.9 2,100    33.5 2,000    42.5 800     2.8 36.25 

(注)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「その他の情報」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 

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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年 2月期 1Ｑ 22,067,972株 23年 2月期 22,067,972株 

② 期末自己株式数 24年 2月期 1Ｑ 9,546株 23年 2月期 9,500株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年 2月期 1Ｑ 22,058,448株 23年 2月期 1Ｑ 21,509,584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ますが、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財務諸表の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 

(1)本資料に記載されている予想数値は、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、上記予想に関する

事項は、【添付資料】3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。 

(2)本資料のサマリー情報、【添付資料】2ページ「連結経営成績に関する定性的情報」及び11～12ページ「セ

グメント情報」に記載している売上高には、その他の営業収入を含めております。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により大きな打撃を受け、原 

子力発電所の事故による電力供給問題や放射性物質による生活環境への悪影響の懸念から自粛ムードが蔓延し、 

消費マインドが低迷することとなりました。 

 当フードサービス業界におきましても、震災後の計画停電等の影響により、消費者の購買意欲が低下するとと 

もに、より商品価格に敏感となっており、当業界の経営環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、当社グループは、「創業50周年（2012年）に向けて、企業体質を強化しよう」のスロー 

ガンのもと、店舗立地特性合わせた様々な営業戦略を展開しております。 

 ロードサイド型店舗では低投資が可能なカーポートタイプのドライブスルー導入を順次進めており当第１四半 

期中にリンガーハット23店、浜勝９店の計32店に導入し、ドライブスルー導入店舖は当第１四半期末でリンガー 

ハット77店、浜勝39店の計116店舖となりました。 

 また、ショッピングセンター内のリンガーハットフードコート型店舗ではデザートメニューの「長崎あんにん 

」や点心メニューを充実させ、都心ビルイン型店舗では居酒屋風メニューを導入する等１店舗当たりの売上高増 

加策を積極的に実施しております。 

 出店政策につきましては、駅前ビルイン型及び低投資のフードコート型の出店を加速させ、新潟県や長野県へ 

の初出店を含め新規に16店舗を出店、リロケート等により11店舗を閉店し、当第１四半期連結会計期間末の店舗 

数は当社グループ合計で578店舗（うち国内フランチャイズ127店舗、海外フランチャイズ２店舗）となりました。

 以上の結果、震災後の一時営業停止や東京電力管内での計画停電による営業時間短縮の影響は大きかったも 

のの、当第１四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は 百万円（同6.3 

％減）、経常利益は 百万円（同0.7％増）となりました。 

 また、特別損失として「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」 百万円のほか、東日本大震災関連の 

損失 百万円等を計上した結果、四半期純損失は 百万円（前年同期四半期純利益 百万円）となりました。  

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。  

 なお、当第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、以下の各セグメントの概況は、当該会計基準等に基づく報告セグメン 

トについて記載しております。  

（長崎ちゃんぽん事業）  

 長崎ちゃんぽん事業の「長崎ちゃんぽんリンガーハット」につきましては、「日本の野菜」をメインにした「 

食の安心・安全」を訴求した商品展開がお客さまから引き続き支持されております。 

 さらに、店舗立地別の営業施策につきましても、店舗立地特性に合わせた様々な売上高増加策が奏功し、当第 

１四半期連結累計期間における既存店の対前年売上高達成率は101.8％となりました。 

 店舗数につきましては、16店舗の新規出店と9店舗の閉店により前期比7店舗増の471店舗（うち国内フラン 

チャイズ110店舗、海外フランチャイズ２店舗）となりました。 

 以上の結果、震災による影響は大きかったものの売上高は6,300百万円、営業利益は230百万円となりました。 

（とんかつ事業） 

 とんかつ事業の「とんかつ浜勝（はまかつ）」につきましては、消費者の価格に対する選別志向が強いことに 

対応するための比較的お手頃な「丼メニュー」の全店展開や、銘柄豚である「ハーブ豚」を使用した商品によ 

る「健康」の訴求を実施しており、売上高は2,077百万円、営業利益は84百万円となりました。 

（和食事業） 

 和食事業の「長崎卓袱浜勝（ながさきしっぽくはまかつ）」につきましては、長崎の郷土料理である卓袱料理 

を地元顧客や観光客に上質のおもてなしとともにお手ごろな価格で提供しており、売上高は52百万円、営業利益 

は△０百万円となりました。 

（設備メンテナンス事業） 

 設備メンテナンス事業の「リンガーハット開発株式会社」につきましては、当社グループ店舗の設備メンテナ 

ンスや機器保全が主な事業であり、売上高は592百万円、営業利益は53百万円となりました。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

8,556 364

333

612

57 327 249
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

   ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。 

 これは主に、新規出店に伴う資産の購入並びに「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う資産の増加及び 

ショッピングセンターへの出店増加による未収入金の増加によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。これは主に「資産除去債務に関 

する会計基準」の適用に伴う資産除去債務の増加によるものであります。 

純資産は四半期純損失計上による利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百 

万円となりました。 

  

   ②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し 百 

万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ584百万円減少し、 百万円となりました。 

これは主に、法人税等の支払額が前期に比べて306百万円増加したことや店舗閉鎖損失引当金の減少等によるもの 

であります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、 百万円（前第１四半期連結会計期間は 百万円の支出）となりました。こ 

れは主に、新店や改装改造による有形固定資産の取得並びに建設協力金等の支出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） 

 財務活動の結果得られた資金は、 百万円（前第１四半期連結会計期間は 百万円の支出）となりました。こ 

れは主に、短期借入金の増加によるものであります。 

   

 （３）連結業績予想に関する定性的情報   

  平成24年２月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成23年5月6日に発表した平成24年２月期業績予想 

 及び配当予想に関するお知らせ）から変更はありません。  

  

652 23,721

1,116 13,722

△464 9,998

1,087

16

443 61

371 141
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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 

  （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、前連結会計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 

ランニングを利用する方法によっております。 

    ②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理  

   （税金費用の計算） 

    税金費用については、当連結会計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。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ①会計処理基準に関する事項の変更 

   (「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用) 

  当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公 

 表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月1 

 0日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、損益に与える影響はありません。 

   (資産除去債務に関する会計基準の適用)  

   当第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、営業利益及び経常利益はそれぞれ11,487千円減少し、税金等調整前四半期純損 

 失は623,870千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982,475千円 

 であります。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

   ② 表示方法の変更 

   (四半期連結損益計算書）  

   「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「財務諸表等の用語、 

   様式及び作成方法に関する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１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。 

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,097,186 1,152,964

売掛金 308,846 315,244

商品及び製品 137,834 86,888

仕掛品 12,050 12,869

原材料及び貯蔵品 254,318 220,280

前払費用 383,047 291,425

繰延税金資産 222,977 135,802

その他 502,033 381,570

流動資産合計 2,918,295 2,597,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,432,809 6,935,729

機械装置及び運搬具（純額） 421,150 410,617

土地 6,324,200 6,317,645

リース資産（純額） 311,842 326,906

建設仮勘定 68,024 170,608

その他（純額） 477,974 438,724

有形固定資産合計 15,036,001 14,600,232

無形固定資産 175,350 187,288

投資その他の資産   

投資有価証券 501,634 526,837

差入保証金 938,826 905,597

建設協力金 496,778 557,467

敷金 2,634,389 2,663,349

繰延税金資産 700,345 700,724

その他 343,035 354,012

貸倒引当金 △23,279 △23,279

投資その他の資産合計 5,591,729 5,684,710

固定資産合計 20,803,081 20,472,231

資産合計 23,721,376 23,069,276

㈱リンガーハット(8200) 平成24年２月期 第１四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 645,317 568,908

短期借入金 3,340,000 2,210,000

1年内返済予定の長期借入金 2,220,534 2,584,106

1年内償還予定の社債 246,000 246,000

未払費用 1,110,552 731,426

リース債務 57,696 57,354

未払法人税等 94,412 377,077

未払消費税等 151,428 112,239

株主優待引当金 40,815 52,013

店舗閉鎖損失引当金 7,272 139,680

資産除去債務 17,169 －

その他 874,274 1,271,620

流動負債合計 8,805,472 8,350,427

固定負債   

社債 748,000 768,000

長期借入金 1,411,724 1,685,527

長期未払金 421,698 422,537

リース債務 260,390 274,944

繰延税金負債 61,000 61,000

退職給付引当金 757,335 734,033

長期預り保証金 243,189 234,789

資産除去債務 949,587 －

その他 64,215 75,030

固定負債合計 4,917,141 4,255,862

負債合計 13,722,614 12,606,290
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,066,122 5,066,122

資本剰余金 4,427,356 4,427,356

利益剰余金 486,822 924,848

自己株式 △10,557 △10,530

株主資本合計 9,969,744 10,407,797

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,441 55,188

為替換算調整勘定 △422 －

評価・換算差額等合計 29,018 55,188

純資産合計 9,998,762 10,462,986

負債純資産合計 23,721,376 23,069,276
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

売上高 8,005,951 8,227,355

売上原価 2,532,119 2,741,350

売上総利益 5,473,831 5,486,005

その他の営業収入 319,515 328,731

営業総利益 5,793,346 5,814,737

販売費及び一般管理費 5,404,650 5,450,392

営業利益 388,696 364,344

営業外収益   

受取利息 3,159 2,621

受取配当金 － 12

株式割当益 2,454 －

その他 1,463 2,187

営業外収益合計 7,077 4,821

営業外費用   

支払利息 44,634 31,988

社債発行費 5,937 －

株式交付費 7,844 －

持分法による投資損失 2,030 1,366

その他 4,237 2,565

営業外費用合計 64,684 35,920

経常利益 331,090 333,246

特別利益   

収用補償金 － 20,737

店舗閉鎖損失引当金戻入額 2,318 14,775

その他 958 －

特別利益合計 3,276 35,513

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 612,382

固定資産除却損 2,328 10,514

事務所移転費用 2,634 －

減損損失 － 2,782

災害による損失 － 57,740

その他 332 6,449

特別損失合計 5,295 689,868

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

329,072 △321,109

法人税等 79,851 6,624

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △327,733

四半期純利益又は四半期純損失（△） 249,220 △327,733
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

329,072 △321,109

減価償却費 219,041 270,465

減損損失 － 2,782

株主優待引当金の増減額（△は減少） △7,581 △11,198

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,158 23,301

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △3,920 △132,407

受取利息及び受取配当金 △3,159 △2,633

支払利息 44,634 31,988

投資有価証券評価損益（△は益） 30 －

持分法による投資損益（△は益） 2,030 1,366

有形固定資産除却損 2,328 10,514

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 612,382

売上債権の増減額（△は増加） 21,038 6,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,218 △84,165

仕入債務の増減額（△は減少） 49,660 76,408

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,317 59,153

その他の流動資産の増減額（△は増加） △145,577 △209,968

その他の流動負債の増減額（△は減少） 241,999 △9,962

長期未払金の増減額（△は減少） △499 △839

預り保証金の増減額（△は減少） △10,099 8,400

その他 △20,900 74,663

小計 693,355 405,539

利息及び配当金の受取額 532 481

利息の支払額 △37,817 △27,774

法人税等の支払額 △54,975 △361,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,095 16,339

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 △155,605 △430,405

有形固定資産の売却による収入 14,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △311

建設協力金等の支払による支出 △50,454 △94,529

建設協力金等の回収による収入 111,747 99,746

その他 19,069 △18,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,243 △443,733
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５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） △1,340,000 1,130,000

長期借入れによる収入 840,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,417,210 △637,375

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 － △20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,200 △14,212

株式の発行による収入 74,319 －

自己株式の取得による支出 △184 △27

自己株式の処分による収入 1,571,420 －

配当金の支払額 △61,485 △86,769

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,339 371,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,512 △55,777

現金及び現金同等物の期首残高 1,625,181 1,142,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,023,693 1,087,186
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、販売品目の種類に応じた区分としております。 

２．事業区分に属する主要な内容 

※前連結会計年度より、従来「建築」の区分として表示していた店舗のメンテナンス業務を、実態に合わ 

せて「設備メンテナンス」という区分名で表示しております。 

３．追加情報 

 当第１四半期連結会計期間より、減価償却の方法を定率法から定額法へ変更しております。 

これに伴い従来と同一の方法のよった場合と比べ、営業利益は長崎ちゃんぽん事業で28,806千円、とんか 

つ事業で9,524千円、設備メンテナンス事業で0千円、消去又は全社で17,469千円、それぞれ増加しており 

ます。  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
長崎ちゃん
ぽん 
（千円） 

とんかつ 
（千円） 

和食
（千円） 

設備
メンテナンス

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1)
外部顧客に対する売

上高 
 5,877,706  2,330,639 56,344 60,777 8,325,466  －  8,325,466

(2)
セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  － － 347,486 347,486 (347,486)  －

計  5,877,706  2,330,639 56,344 408,263 8,672,953 (347,486)  8,325,466

営業利益(△損失)  322,335  265,801 △1,138 27,659 614,658 (225,962)  388,696

長崎ちゃんぽん ： ちゃんぽん・皿うどん・ぎょうざ 

とんかつ ： とんかつ・コロッケ 

和食 ： 卓袱（しっぽく）料理 

設備メンテナンス ： 外食店舗の設計・施工、改修及び建物設備のメンテナンス 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、グループ全体を統括する持株会社の下で、事業運営会社が事業領域別に戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業領域別のセグメントから構成されており、「長崎ちゃんぽん事業」、

「とんかつ事業」、「和食事業」及び「設備メンテナンス事業」の４つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第1四半期連結累計期間 （自平成23年3月1日 至平成23年5月31日）         （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント間の取引消法であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ３．売上高にはその他の営業収入を含めております。  

 ４．当第１四半期連結会計期間から、「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2 

   1号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これに伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、セグメント利益又は損失（△）は「長崎ち 

ゃんぽん」で10,804千円、「とんかつ」で570千円、「設備メンテナンス」で244千円それぞれ 

減少し、「調整額」が132千円増加しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）  

 「長崎ちゃんぽん」セグメントにおいて、当第１四半期連結会計期間中に退店が決定した店舗に対し、 

減損会計を適用しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において 

は2,782千円であります。  

  

  （追加情報） 

  当第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。  

  

  

報告セグメント 
調整額

（注）１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２

長崎 
ちゃんぽん 

とんかつ 和食 
設備

メンテナンス
合計 

売上高               

外部顧客への売上高  6,274,033    2,077,070    52,039    152,943  8,556,087    －    8,556,087

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 26,011    －    －    440,053    466,065    △466,065    －

計    6,300,045    2,077,070    52,039    592,997    9,022,153    △466,065    8,556,087

セグメント利益又は損失

（△） 
   230,613    84,075    △660    53,734    367,763    △3,418    364,344

（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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 (1)フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高  

  

  

  

  

４．補足情報

期別 項目 

長崎ちゃんぽん事業 とんかつ事業 

和食 

事業 

外販 

事業 
その他 合計 

直営店 
フランチ

ャイズ店 
合計 直営店 

フランチ

ャイズ店
合計 

平成24年 

２月期 

第1四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
5,564 1,401 6,965 1,926 306 2,233 51  23 170 9,444

店舗数 

（店） 
359 112 471 89 17 106 1     578

平成23年 

２月期 

第1四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
5,209 1,172 6,381 2,158 318 2,476 56  82 80 9,077

店舗数 

（店） 
353 102 455 92 17 109 1     565

対前年比

率 

売上高 106.8％ 119.5％ 109.1％ 89.3％ 96.3％ 90.2％ 91.0％ 28.7％ 211.8％ 104.0％

店舗数 101.7％ 109.8％ 103.5％ 96.7% 100.0% 97.2% 100.0% 102.3％

（注）当社グループはフランチャイズ事業を拡大しており、外部売上高の純粋比較ができるように、参考資料として掲

示しております。 

 なお、連結損益計算書に記載されている売上高は、フランチャイズ店舗から受け取るロイヤリティー収入と材料

等売上高を計上しているため、この表の数値とは一致いたしません。  
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