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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,814 △0.1 75 ― 71 ― 33 ―
23年3月期第1四半期 1,816 △3.9 △14 ― △18 ― △87 ―

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3月期第1四半期 23.28 ―
23年3月期第1四半期 △60.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,911 1,368 35.0
23年3月期 3,975 1,378 34.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,368百万円 23年3月期  1,378百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,500 △6.2 5 △82.4 △7 ― △52 ― △35.96
通期 7,100 △1.8 135 21.7 100 4.3 10 ― 6.92



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 1,449,168 株 23年3月期 1,449,168 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,304 株 23年3月期 3,304 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 1,445,864 株 23年3月期1Q 1,445,948 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、四半期財務諸表に対す
る四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月13日発表の業績予想を修正しておりません。上記に記載しました予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した
見通しであり、実際の業績等は、業況の変化により上記予想数値と異なる場合があります。なお上記予想に関する事項は添付資料の２ページをご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響から景気の先行

きへの不透明感が当面継続するものと予想されます。個人消費の面でも、雇用・所得環境の悪化とともに生活防衛

意識が高まり、外食控えや内食への回帰が予想されるなど厳しい状況であります。 

 このような環境下で、当社は東日本大震災直後より、外食企業の使命である「食を提供し続けること」を最優先

に取り組んでまいりました。 

 出退店につきましては、当第１四半期累計期間中には行いませんでしたので、当第１四半期末の店舗数は前期末

と変わらず67店舗となりました。 

 当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高は４月以降の計画停電がなかったことなどからほぼ前年並

みの 千円(前年同期比99.9％）となりました。また、販売費及び一般管理費は、広告、販促費等の大幅な

削減に努めたことから前年を下回り、当第１四半期累計期間の営業利益は 千円(前年同期は営業損失

千円)、経常利益は 千円(前年同期は経常損失 千円)、四半期純利益は 千円(前年同期は四半期純

損失 千円）となり減収増益となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

 資産は、前事業年度末と比べ64,481千円減少し、 千円となりました。主な要因は有形固定資産の減少 

41,122千円及び投資その他の資産の減少38,978千円によるものであります。 

（負債の状況） 

 負債は、前事業年度末と比べ54,619千円減少し、 千円となりました。主な要因は有利子負債の減少

79,211千円によるものであります。 

（純資産の状況） 

 純資産は、配当金の支払い及び四半期純利益の計上等により、前事業年度末とに比べ9,861千円減少し、

千円となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の国内の景気動向及び個人消費の動向につきましては厳しい状況が続くと考えておりますが、当社といたし

ましては、売上確保のための施策の実施、節電の実施及び経費削減に取り組むことで、利益予算を達成すべく取り

組んでおります。 

 そのため、平成23年５月13日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時

点において変更はありません。  

  

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,814,137

75,543 14,299

71,258 18,244 33,665

87,601

3,911,083

2,542,628

1,368,454

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 507,052 524,008

売掛金 21,435 18,717

原材料 25,758 24,981

その他 130,635 134,812

流動資産合計 684,881 702,520

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,227,350 3,227,825

構築物 797,542 797,542

その他 808,819 814,910

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,908,462 △2,956,151

有形固定資産合計 1,925,250 1,884,127

無形固定資産 192,079 190,059

投資その他の資産   

差入保証金 577,659 564,073

その他 641,285 615,059

貸倒引当金 △45,591 △44,756

投資その他の資産合計 1,173,353 1,134,375

固定資産合計 3,290,683 3,208,562

資産合計 3,975,565 3,911,083

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,892 194,273

短期借入金 440,000 440,000

1年内返済予定の長期借入金 296,786 283,254

未払金 252,115 262,804

未払法人税等 48,541 14,947

ポイント引当金 5,813 7,707

賞与引当金 25,105 10,028

災害損失引当金 10,849 8,110

その他 111,888 176,220

流動負債合計 1,389,990 1,397,345

固定負債   

長期借入金 787,185 721,506

退職給付引当金 92,536 96,136

役員退職慰労引当金 136,428 137,596

資産除去債務 103,788 105,273

その他 87,319 84,770

固定負債合計 1,207,257 1,145,283

負債合計 2,597,248 2,542,628



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 579,900 579,900

資本剰余金 496,182 496,182

利益剰余金 309,376 299,665

自己株式 △5,404 △5,404

株主資本合計 1,380,053 1,370,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,736 △1,888

評価・換算差額等合計 △1,736 △1,888

純資産合計 1,378,316 1,368,454

負債純資産合計 3,975,565 3,911,083



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,816,266 1,814,137

売上原価 592,770 563,586

売上総利益 1,223,495 1,250,550

販売費及び一般管理費 1,237,795 1,175,007

営業利益又は営業損失（△） △14,299 75,543

営業外収益   

受取利息 1,347 1,001

受取配当金 60 82

受取賃貸料 9,241 6,651

その他 2,265 1,532

営業外収益合計 12,914 9,266

営業外費用   

支払利息 8,156 6,430

賃貸収入原価 7,089 4,686

その他 1,612 2,434

営業外費用合計 16,858 13,551

経常利益又は経常損失（△） △18,244 71,258

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 54,937 －

減損損失 6,028 －

特別損失合計 60,966 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △79,210 71,258

法人税、住民税及び事業税 10,205 7,066

法人税等調整額 △1,813 30,525

法人税等合計 8,391 37,592

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87,601 33,665



  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）追加情報

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年６月30日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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