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四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年3月21日～平成23年9月20日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業収益 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        ％ 百万円        ％

24年 3月期第2四半期 3,295  △0.6 3,045  △0.8 197   14.1 270   12.0 141    7.5
23年 3月期第2四半期 3,316  △2.1 3,070  △2.4 173   91.5 241   47.7 131   64.4

 

 
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2四半期 9.19 －
23年 3月期第2四半期 8.40 －

（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 
 
（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 3月期第2四半期 4,309 2,884 66.9 187.91
23年 3月期 4,274 2,783 65.1 181.29

(参考)自己資本 24年3月期第2四半期  2,884百万円 23年3月期  2,783百万円 

 
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 3月期 － 2.00 － 2.00 4.00   
24年 3月期 － 2.00   

24年 3月期(予想)   － 2.00 4.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 営業収益 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      ％ 百万円      ％ 円   銭

通  期 6,463  3.3 5,987  3.6 219 △8.2 306 △7.0 148   8.9 9.64

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無   

（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 



 

 

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。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 (社名)  、除外 －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。 
 

（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3月期2Ｑ 16,040,558株 23年3月期 16,040,558株

② 期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 691,491株 23年3月期 688,502株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年3月期2Ｑ 15,350,539株 23年3月期2Ｑ 15,611,879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、この四半期決算短信の
開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。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。 

 
 
 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  10

（１）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  10

株式会社ハチバン（9950） 平成24年3月期　第2四半期決算短信

1 / 11



（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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による被害とその

後の電力不足等により、企業の生産活動の停滞や消費の自粛など国内景気に大きな影響を受けましたが、企業の生

産活動や個人消費には回復の動きが見られるようになりました。しかしながら、雇用不安や株価の低迷、円高基

調、デフレなど、経済全体が低調に推移し、依然として厳しい状況が続いております。 

外食産業におきましても、原発事故の放射能汚染による食材への厳しい選択や、焼き肉チェーン・ファミリーレ

ストランにおいて発生した食中毒などにより、食の安全に対する関心はより一層強まり、企業経営環境は厳しい状

況が続いております。 

このような状況下で当社グループは、安全衛生室による厳格な衛生基準による管理のもと、従業員のほか加盟

店、取引先様に対して安全衛生に関する啓蒙活動を徹底し、「食の安心・安全」の維持向上に努め、お客さまの信

頼を 優先に、事業活動を展開しております。そして、お客様に新しい価値を提供することを重要課題として取り

組み、店舗改装による店舗イメージの刷新、より高品質・より健康志向の商品を開発して提供することに注力して

おります。 

当第２四半期連結累計期間末の当社グループの店舗展開の状況につきましては、加盟店４店舗（内、海外２店

舗）を新規開店する一方、加盟店５店舗（内、海外４店舗）の閉店があり、店舗数は250店舗（前期末比１店舗

減。内、国内１店舗増、海外２店舗減）となっております。その内訳は、らーめん店舗144店舗、和食店舗11店

舗、海外店舗95店舗であります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億45百万円（前年同期比0.8％減）となり、営業収益（売

上高とロイヤリティ収入等の合計）は32億95百万円（前年同期比0.6％減）となりました。営業利益は１億97百万

円（前年同期比14.1％増）、経常利益は２億70百万円（前年同期比12.0％増）、四半期純利益は１億41百万円（前

年同期比7.5％増）となりました。 

  

事業のセグメント別の状況につきましては次のとおりであります。 

  

①外食事業 

８番らーめんフランチャイズチェーンの展開を主とするらーめん部門においては、立地変化に対応したスクラッ

プアンドビルドや店舗改装による店舗イメージの刷新、より高品質・より健康志向の商品の提供、接客サービスの

維持向上に取り組み、来店客数の増加に努めております。当第２四半期連結累計期間における店舗展開の状況につ

きましては、加盟店２店舗を新規出店する一方、加盟店都合により１店舗の閉店があり、当第２四半期連結累計期

間末の店舗数は144店舗（内、加盟店舗数125店舗、直営店舗数19店舗）となりました。 

また、主として八兆屋、長八、野ふうど等の和食料理店を直営店方式により展開する和食部門においては、個店

ごとの店舗特徴や立地特性をよりアピールするほか、季節の変化に応じた健康志向メニューの提供に取り組み、来

店客数の増加に努めております。当第２四半期連結累計期間末の店舗数は11店舗であります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益（売上高とロイヤリティ収入等の合計）は28億23百万円（前

年同期比1.0％減）、経常利益は４億31百万円となりました。 

  

②外販事業 

当社製品を主要販売品目とする外販事業は、生麺ブランド「八番麺工房」、生冷凍餃子を国内各地の生活協同組

合様、量販店様を中心に販売の拡大に努めております。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は４億14百

万円（前年同期比1.5％増）、経常利益は23百万円となりました。 

  

③海外事業 

８番らーめんフランチャイズチェーンエリアライセンス契約による海外店舗展開ならびに主としてラーメンスー

プ・エキス等の食材の輸入と販売を行う海外事業においては、既存出店地域での「８番らーめん」ブランドの確

立、新規出店、スクラップアンドビルドに取り組むほか、高品質なラーメンスープ・エキスの開発と生産体制の充

実増強に努めております。当第２四半期連結累計期間において、香港では店舗賃貸借契約の期間満了による閉店が

２店舗ありましたが、９月には新規地域での出店活動として中華人民共和国遼寧省大連市にエリアライセンス契約

による第１号店の出店を行い、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は95店舗（内、タイ王国89店舗、香港５店

舗、中華人民共和国１店舗）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
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以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益（売上高とロイヤリティ収入等の合計）は58百万円（前年同

期比5.5％増）、経常利益は30百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加して43億９百

万円（前連結会計年度末比0.8％増）となりました。これは主に建物及び構築物が32百万円減少したもの

の、長期貸付金が51百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ66百万円減少して14億25百

万円（前連結会計年度末比4.4％減）となりました。これは主に長期借入金が40百万円減少したことによる

ものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ１億１百万円増加して28

億84百万円（前連結会計年度末比3.6％増）となりました。これは主に利益剰余金が１億10百万円増加した

ことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの分析 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等

の支払額１億26百万円、有形固定資産の取得による支出67百万円、長期借入金の返済による支出53百万円など

があったものの、税金等調整前四半期純利益が２億64百万円があったことにより、前連結会計年度末に比べ、

８百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末の資金は４億86百万円（前連結会計年度末比1.8％増）となり

ました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動によって得られた資金は、２億18百万円（前年同期比5.2％減）となりました。これは主に法人

税等の支払額１億26百万円(前年同期比291.7％増)があったものの、税金等調整前四半期純利益が２億64百

万円（前年同期比11.1％増）や減価償却費72百万円(前年同期比12.8％減)があったこと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） 

投資活動によって使用した資金は、１億19百万円（前年同期比8.0％増）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出67百万円（前年同期比39.6％減）があったこと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） 

財務活動によって使用した資金は、85百万円（前年同期比54.9％増）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出53百万円（前年同期比94.3％増）があったこと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 

通期連結業績予想につきましては、平成23年５月２日に公表しました「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」に記載した数値から修正しておりません。 

  

（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 

法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

２．その他の情報
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（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 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ237千円減少し、税金等調整前四半期純利益は3,773千円

減少しております。 

② 表示方法の変更  

 四半期連結損益計算書関係  

「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２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表

示しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20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３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 489,086 480,566

売掛金 380,959 381,914

商品及び製品 57,725 55,272

原材料及び貯蔵品 23,551 26,008

繰延税金資産 65,165 67,961

その他 105,193 87,629

流動資産合計 1,121,681 1,099,353

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 738,169 770,934

機械装置及び運搬具（純額） 97,130 84,894

工具、器具及び備品（純額） 66,731 58,624

土地 1,079,594 1,079,594

有形固定資産合計 1,981,626 1,994,049

無形固定資産 26,624 33,796

投資その他の資産   

投資有価証券 305,308 313,722

長期貸付金 53,460 1,890

関係会社出資金 73,047 73,047

差入保証金 345,710 351,673

保険積立金 246,489 244,542

繰延税金資産 108,102 112,561

その他 72,019 75,227

貸倒引当金 △24,252 △24,927

投資その他の資産合計 1,179,885 1,147,736

固定資産合計 3,188,136 3,175,582

資産合計 4,309,818 4,274,935
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20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３月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,089 194,894

短期借入金 105,259 118,412

未払法人税等 105,197 115,225

賞与引当金 91,372 87,489

未払費用 243,710 233,642

その他 53,318 77,017

流動負債合計 802,947 826,680

固定負債   

長期借入金 161,686 202,051

長期未払金 255,957 255,957

長期預り保証金 204,941 207,036

固定負債合計 622,584 665,044

負債合計 1,425,532 1,491,725

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,518,454 1,518,454

資本剰余金 1,151,650 1,151,650

利益剰余金 457,856 347,391

自己株式 △226,667 △225,692

株主資本合計 2,901,293 2,791,804

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,008 △8,594

評価・換算差額等合計 △17,008 △8,594

純資産合計 2,884,285 2,783,209

負債純資産合計 4,309,818 4,274,935
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 3,070,532 3,045,044

売上原価 1,516,948 1,531,220

売上総利益 1,553,583 1,513,824

営業収入 245,711 250,640

営業総利益 1,799,295 1,764,464

販売費及び一般管理費   

運賃 142,732 140,697

役員報酬 55,744 49,017

給料及び手当 584,470 581,904

賞与引当金繰入額 75,967 78,375

退職給付費用 9,375 9,475

地代家賃 129,812 126,455

水道光熱費 84,620 83,947

減価償却費 57,752 46,864

その他 485,770 450,241

販売費及び一般管理費合計 1,626,246 1,566,979

営業利益 173,049 197,484

営業外収益   

受取利息 3,883 4,839

受取配当金 39,844 50,678

受取地代家賃 34,736 34,243

受取保険料 2,081 2,254

受取手数料 14,599 11,539

設備賃貸料 7,948 8,035

その他 4,578 5,063

営業外収益合計 107,673 116,655

営業外費用   

支払利息 3,070 2,449

賃貸費用 32,939 32,242

その他 2,846 8,639

営業外費用合計 38,856 43,331

経常利益 241,865 270,808

特別利益   

固定資産売却益 2,571 －

特別利益合計 2,571 －

特別損失   

固定資産除却損 296 1,862

減損損失 5,871 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,535

特別損失合計 6,167 6,155

税金等調整前四半期純利益 238,269 264,653

法人税、住民税及び事業税 109,200 116,230

法人税等調整額 △2,214 7,254

法人税等合計 106,985 123,484

少数株主損益調整前四半期純利益 － 141,168

四半期純利益 131,283 141,168
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20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 238,269 264,653

減価償却費 83,323 72,635

為替差損益（△は益） △225 5,331

減損損失 5,871 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,535

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,996 3,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,141 △675

受取利息及び受取配当金 △43,728 △55,517

支払利息 3,070 2,449

有形固定資産除却損 296 1,862

有形固定資産売却損益（△は益） △2,571 －

売上債権の増減額（△は増加） △89,344 955

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,464 4

仕入債務の増減額（△は減少） 12,555 9,195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △10,500

その他 2,274 △9,625

小計 222,111 288,945

利息及び配当金の受取額 43,728 58,219

利息の支払額 △2,727 △1,923

法人税等の支払額 △32,243 △126,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,869 218,958

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 300 －

有形固定資産の取得による支出 △112,448 △67,931

有形固定資産の売却による収入 2,819 －

無形固定資産の取得による支出 △1,180 △2,646

差入保証金の差入による支出 △8,106 －

差入保証金の回収による収入 8,901 2,190

貸付けによる支出 △3,750 △52,200

貸付金の回収による収入 2,400 630

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,063 △119,957

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） △198,000 －

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △27,540 △53,518

自己株式の取得による支出 △98,043 △975

配当金の支払額 △31,383 △30,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,966 △85,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 225 △5,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,064 8,519

現金及び現金同等物の期首残高 388,715 478,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 453,780 486,686
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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２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

食品事業（食品製造加工販売、飲食店フランチャイズチェーン事業及び飲食店の経営等）の売上高及び営業

損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であ

るため、記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20日） 

当社及び連結子会社は、国内に所在しているため、所在地別の売上高及び営業損益についての記載は行って

おりません。 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月21日 至平成22年９月20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。 

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、食品事業を中心とした事業別のセグメントから構成されており、展開地域・製商品の販

売方法を考慮した上で集約し、「外食事業」、「外販事業」、「海外事業」の３つを報告セグメントとして

おります。 

各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

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２四半期連結累計期間（自平成23年３月21日 至平成23年９月20日） 

（注）１．営業収益は、売上高と営業収入の合計であります。 

２．セグメント利益の調整額△215,160千円には、各セグメント間取引消去1,143千円、各セグメント

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

事業区分 主要製品及び事業内容 

外食事業 
中華生めん・ラーメンたれ・生冷凍餃子の製造、８番らーめんフランチャイズ

チェーン本部の経営、らーめん店・和食飲食店の経営 

外販事業 「八番麺工房」等の商標を使用した中華生めん製品、生冷凍餃子等の販売 

海外事業 
日本国外における飲食店フランチャイズチェーンエリアライセンス契約に基づ

く店舗展開と食品の輸出入及び販売 

  （単位：千円） 

  

報告セグメント 
調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

外食事業 外販事業 海外事業 合計 

営業収益（注）１             

外部顧客への営

業収益 
 2,823,227 414,232 58,225 3,295,685 - 3,295,685

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 233,794 5,716 30,880 270,390  △270,390 - 

計  3,057,021 419,948 89,105 3,566,076  △270,390 3,295,685

セグメント利益  431,783 23,593 30,592 485,968  △215,160 270,808

株式会社ハチバン（9950） 平成24年3月期　第2四半期決算短信

9 / 11



に配分していない全社費用△216,303千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない提出会社の経営管理に係る部門の費用であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

（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。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、製造原価によって表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月21日 
至 平成23年９月20日）  

前年同四半期比（％） 

外食事業（千円）  603,363  －

外販事業（千円）  －  －

海外事業（千円）  －  －

合計（千円）  603,363  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月21日 
至 平成23年９月20日） 

前年同四半期比（％） 

外食事業（千円）  838,593  －

外販事業（千円）  71,836  －

海外事業（千円）  19,880  －

合計（千円）  930,309  －
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④ 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年３月21日 
至 平成23年９月20日） 

前年同四半期比（％） 

営業収益 
［売上高］  

営業収益 
［売上高］  

外食事業（千円） 
 2,823,227  －

 [2,621,410] [－] 

外販事業（千円） 
 414,232  －

 [414,232] [－] 

海外事業（千円） 
 58,225  －

 [9,401] [－] 

合計（千円） 
 3,295,685  －

 [3,045,044] [－] 
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