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１．平成 24年 2月期の連結業績（平成 23年 3月 1日～平成 24年 2月 29日） 
（１）連結経営成績                                                          （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年 2月期 34,677 1.5 1,306 △16.9 1,199 △14.5 △420 - 
23年 2月期 34,164 5.5 1,572 68.4 1,403 79.1 777 49.1 

（注） 包括利益       24年 2月期△434百万円（ -％）  23年 2月期 803百万円（ -％） 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

24年 2月期 △19.07 - △4.2 5.1 3.8 
23年 2月期 35.49 - 8.3 6.2 4.6 

（参考）持分法投資損益    24年 2月期  △5百万円  23年 2月期  △6百万円 
 
（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 23,698 9,807 41.3 444.61 
23年 2月期 23,069 10,462 45.4 474.33 

（参考）自己資本       24年 2月期  9,807百万円  23年 2月期  10,462百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー 
財務活動による 

キャッシュ･フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

24年 2月期 1,330 △1,920 518 1,071 
23年 2月期 2,460 △2,002 △940 1,142 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 
配当性向 
（連結） 

純資産配当率 
（連結） 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 百万円 ％ ％ 
23年 2月期 － 5.00 － 5.00 10.00 220 28.2 2.4 
24年 2月期 － 5.00 － 5.00 10.00 220 - 2.1 

25年 2月期(予想) － 5.00 － 5.00 10.00   27.5  
 
３．平成 25年 2月期の連結業績予想（平成 24年 3月 1日～平成 25年 2月 28日） 

 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) 17,500 1.0 720 23.5 680 30.1 310 - 14.05 
通  期 36,000 3.8 1,800 37.8 1,700 41.7 800 - 36.27 

 



４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：有・無 
 新規 - 社 (社名)  、除外 - 社 (社名)  
 
 
（２）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・無 
② ①以外の変更 ：有・無 

 
 
（３）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 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 9,884株 23年 2月期 9,520株 

③ 期中平均株式数 24年 2月期 22,058,262株 23年 2月期 21,916,676株 

 

 

（参考）個別業績の概要 
 

１．平成 24年 2月期の個別業績（平成 23年 3月 1日～平成 24年 2月 29日） 

（１）個別経営成績                                                          （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年 2月期 16,233 3.8 719 △19.7 625 △16.3 △701 － 
23年 2月期 15,631 5.0 895 28.5 746 34.5 637 30.1 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  

 円   銭 円   銭   

24年 2月期 △31.82 －   
23年 2月期 29.09 －   
 
（２）個別財政状態 

 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 22,370 9,913 41.4 449.41 
23年 2月期 21,765 10,848 49.8 491.80 

（参考）自己資本       24年 2月期  9,913百万円  23年 2月期  10,848百万円 

 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結
財務諸表及び財務諸表に対する監査手続きは実施中であります。 
 

 

※ 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】2ページ「1,経営成績（2）次期の見通し」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「1,経営成績」及び 31～34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）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国の経済は、昨年３月の東日本大震災によって、電力供給や物流事情の悪化な

ど、国内広範にわたって企業の生産活動に大きな影響をもたらしました。その後復興への歩みが進むにつれ、個

人消費と停滞していた経済活動も回復しつつあります。しかしその一方で、欧州経済不安や円高の長期化に伴う

輸出減少の影響により、景気全体が下振れするなど、依然として不透明な状況で推移しております。 

外食産業におきましても、市場規模に拡大が見られない、厳しい状況の中にあっても、顧客ニーズを的確に取

り込んだ戦略や、安定収益を確保する経営がより一層求められております。 

このような環境のもと、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、「高品質で安心・安全な商品を手頃な価格で提供する」ことに注力し、健全で強固な企業体質づく

りを目指した戦略を展開しております。 

◆『活気ある店づくり』 

外食産業においては,店舗でのお客さま満足度を高めていくことが非常に重要となります。お客さまが入店さ

れた瞬間からお会計を済まされてお帰りになるまで、「活気」すなわち店舗スタッフの元気、覇気、やる気、気

遣いなど、お客さまの五感に訴えかける店づくりに取り組んでまいりました。 

ロードサイド型店舗におきましては、2010年６月に導入したドライブスルーサービスの展開に積極的に取り組

み、当連結会計期間中に86店舗展開した結果、当連結会計期末には170店舗まで拡大することができました。お客

さまの多様なニーズに対応するとともに来店動機の掘り起しにも貢献しております。 

またビルイン型店舗におきましては、夜の時間帯の販売力強化と、駅前立地ならではのお客さま層の需要の取

り込みとして、酒類やおつまみ類をメニューに加え、内外装にも独自の特徴をもたせたを居酒屋風店舗を拡大展

開し、当連結会計期末までに17店舗を出店いたしました。  

さらに、料理の待ち時間の間にも視覚や聴覚で「活気」を楽しんでいただけるよう「厨房の見える化」も実

施、厨房間仕切りのガラスパーテーション改装を30店舗で実施いたしました。 

◆『すべての原価低減と少数精鋭の実現』 

また、当連結会計年度はさらなる企業体質強化に向けて、企業としての高収益化を図ってまいりました。 

前連結会計年度より佐賀工場、富士小山工場の二大工場に生産拠点を集約し、より効率的な生産体制を進めて

おりますが、その強みを生かして、さらに原材料コストの安定化と内製化を推進し、揚げかまぼこの自社生産の

開始や、2010年に実施した「ちゃんぽん麺」の小麦100%国産化に続き、「皿うどん用の揚げ麺」の小麦も100%国

産化いたしました。 

また、佐賀工場におきましては産学連携の取り組みとして、「植物工場」の実験施設を稼働し、ハーブ植物を

栽培し、一部を浜勝のデザート食材に使用するなど、実用化に向けた研究を開始しております。 

人財教育におきましては、次世代を担う幹部社員に経営陣がその理念を伝承する「理念伝承塾」、また当社グ

ループの未来や自分自身の未来について自ら考える「未来創造塾」を全社員に実施いたしました。2012年度前半

には両プログラムの実施を終える見込みで、創業50周年を迎え、さらに発展を遂げるための目的意識を共有する

重要な場となっております。 

出店政策におきましては、山形県、秋田県、新潟県、長野県への初進出によって、国内出店地域を37都道府県

まで拡大いたしました。また海外におきましては、初の米国フランチャイズ店舗となるカリフォルニア州サンノ

ゼ店、およびタイのバンコク２号店を出店いたしました。当連結会計期間では、ショッピングセンターを中心に

48店舗を出店、また不採算店など26店舗を閉店し当連結会計年度末では合計595店舗（うちフランチャイズ店舗

145店舗）となり、前連結会計年度比で22店舗の増加となりました。 

当連結会計年度は、効率的かつ積極的な店舗展開とショッピングセンター店舗の好調が持続した一方で、年度

当初に発生した東日本大震災による消費マインドの急激な冷え込みが売上高に大きく影響し、特にロードサイド

店舗やとんかつ業態の回復が遅れました。 

以上の結果、出店数の純増により連結売上高は346億77百万円（前連結会計年度比5億13百万円増）と増収とな

ったものの、営業利益は13億06百万円（同2億65百万円減）、経常利益は11億99百万円（同1億71百万円減）の減

収となりました。また「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」6億8百万円のほか、東日本大震災関連の損

失58百万円などを計上した結果、当期純損失4億20百万円（同11億98百万円減）となりました。 

  

１．経営成績
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事業の種類別セグメント別の概況は次のとおりであります。 

＜長崎ちゃんぽん事業＞ 

長崎ちゃんぽんリンガーハットは、「日本の野菜」の導入から２年を経て、その商品力を活かすとともに、

「活気ある店づくり」に取り組んでまいりました。 

ロードサイド営業部では店舗ＱＳＣ（クォリティー・サービス・クリンリネス）レベルの向上とともに、ドラ

イブスルーサービスの改善に取り組んでまいりました。また、都心営業部では、居酒屋風店舗におけるお酒のお

つまみメニューを順次開発、順調な売上で推移し、新たなニーズの掘り起しに展望が見え始めております。フー

ドコート営業部では、デザートメニューを充実させたモデル店舗を構築するなど、店舗立地タイプ別の特徴ある

対策を講じてまいりました。また、2011年８月からは西日本エリアで、同年10月からは東日本エリアでそれぞれ

使用食材の品質向上を図り、価格改定も実施いたしました。 

新規出店では、ショッピングセンターを中心に海外を含め計47店舗を出店、不採算店など22店舗を閉店し、当

連結会計年度末の店舗数は489店舗（うちフランチャイズ店舗127店舗）となりました。 

以上の結果、売上高は260億31百万円、営業利益は11億91百万円となりました。 

＜とんかつ事業＞ 

とんかつ事業の浜勝では、銘柄豚である「ハーブ豚」や「ハーブチキン」をメインに据えた「こだわりのおい

しさ」の追求と、消費者の低価格志向に対応したお手頃メニューの展開に取り組んでまいりました。 

店舗立地タイプ別の施策としては、ビルイン型店舗においては居酒屋風業態を導入し、ロードサイド型店舗に

おいては、ドライブスルーサービスの拡充とともに宅配サービスの展開にも注力し、中食需要の取り込みと客単

価向上策を実施いたしました。 

新規出店では、西新宿店を地階から２階フロアへとリロケート出店し、不採算店４店舗を閉店した結果、当連

結会計年度末における店舗数は105店舗（うちフランチャイズ店舗18店舗）となりました。 

消費者の低価格帯志向は依然として根強い中で、ディナーレストラン的側面をもつとんかつ事業では、東日本

大震災以降の節約志向の影響で、客数回復のペースが遅く、売上高は80億83百万円、営業損失5百万円となりまし

た。 

＜和食事業＞ 

長崎卓袱浜勝では、長崎の郷土料理卓袱（しっぽく）を、予約がなくても、お手頃な価格で、観光客はもちろ

んのこと長崎の地元の皆さまにも楽しんでいただける店づくりを心掛けております。当連結会計年度は、売上高

は2億円、営業損失は△10百万円となりました。 

＜設備メンテナンス事業＞ 

 設備メンテナンス事業には、当社グループ内直営店舗及びフランチャイズ店舗の設備メンテナンスに係る工事

受注や機器保全などが主な事業であり、当連結会計年度は、売上高は19億57百万円、営業利益は1億33百万円とな

りました。 
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（参考資料）フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高 

（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をできるよう、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。 

  

（２）次期の見通し 

1962年（昭和37年）に当社グループの発祥地、長崎市で創業店舗「とんかつ浜かつ」（現浜勝本店）が開店、来

る第49期は記念すべき創業50周年という大きな節目を迎えます。私たちリンガーハットグループは『創業50周年を

迎え、更なる企業体質を強化しよう』をスローガンに、健全で強固なグループ企業体制を目指してまいります。  

◆ ５Ｓの徹底とお客さま満足度向上  

50周年を節目として、今後も永続的に発展していく企業を維持する も重要な要素は、「人づくり」であると考

えます。この５Ｓとは「整理」「整頓」「清潔」「清掃」「躾」であり、外食産業においては、まず第一にお客さ

まの満足度を高めるために、これら５Ｓの要素を従業員が身につけることが重要です。また、株主さまや地域社会

などのあらゆるステークホルダーに報いることができる、より高い企業価値形成を目指します。 

◆ すべての原価を低減 

原価低減はどの場面においても重要なテーマとなります。原材料仕入れコスト、工場部門における製造並びに

物流コスト、そして人件費という数値的コントロールだけでなく、３Ｍの観点「目に見えるムダ」「仕組み上のむ

だ」「人が引き起こす無駄」からも原価低減にも取り組んでまいります。 

先行き不透明な状況が続く中、「減収でも増益」にできる体質を目指します。  

◆ 少数精鋭体制の実現 

今後さらに少子高齢化が進む中で、さらなる収益性向上のためには、間接部門の能力向上と社員自らの積極的

な取り組みが生かせる少数精鋭体制の構築が必要です。そこで、東京と福岡のグループ2本社制を廃し、2012年夏

期を目途に東京本社へ一本化することでより効率的な経営と迅速な意思決定組織体制を目指します。 

以上により第49期連結業績の見通しは、売上高360億円、営業利益18億円、経常利益17億円、当期純利益10億円

をそれぞれ見込んでおります。 

（３）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ６億28百万円増加し236億98百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産において工場拡張投資のほか新店及び改造改装投資等による増加７億43百万円、「資産除

去債務に関する会計基準」の適用による増加３億15百万円があった一方、土地の減損損失の計上等により２億83

百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ12億84百万円増加し、138億90百万円となりました。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10億17百万円、有利子負債の増加７億99百万円があった

一方、未払金が４億24百万円の減少したこと等によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ６億55百万円減少し98億07百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度に

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 

売上高  

（百万円） 

 

22,424 6,181 28,605 7,781 1,249  9,031 198 131 675 38,643

店舗数

（店） 
362 127 489 87 18 105 1           595

平成23年 

 ２月期 

売上高  

（百万円） 

 

21,799 5,177 26,976 8,324 1,342  9,666 227 189 468 37,529

店舗数

（店） 
357 107 464 92 16 108 1    － － 573

対前年 

比率 

売上高 %102.9 %119.4 %106.0 %93.5 %93.1 %93.4 %87.5 %69.3 %144.0 %103.0

店舗数 %102.0 %119.6 %106.0 %95.7 %112.5 %98.1 %100.0           %104.5
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比べ4.0ポイント減少し41.3％となりました。これは主に、当期純損失４億20百万円の計上及び配当金の支払い２

億20百万円により利益剰余金が６億41百万円減少したこと等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、新店及び改造改装投資とそれに伴う工場拡張投資等による

減少を営業キャッシュ・フローと有利子負債の増加で賄ったため、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、10

億71百万円となりました。 

  

（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13億30百万円（前年同期比45.9％減）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益が８億41百万円減少したこと、法人税等の支払額が４億84百万円増加したこと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19億20百万円（前年同期は20億2百万円の支出）となりました。これは主に、工

場拡張に９億98百万円、新店舗に７億７百万円を投資したこと等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） 

 財務活動により得られた資金は５億18百万円（前年同期は９億40百万円の支出）となりました。これは主

に、有利子負債の増加により７億99百万円を得る一方、配当金２億20百万円を支出したこと等によるものであり

ます。 

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 (注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対

象としております。 

  
平成20年

２月期 

平成21年

２月期 

平成22年

２月期 

平成23年

２月期 

平成24年

２月期 

 自己資本比率（％） 41.3  33.0 37.2 45.4 41.3

 時価ベースの自己資本比率(％) 119.1 96.1 114.1 98.1 98.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 654.8 1,156.0 414.5 304.6 623.5

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.8 6.1 14.2 17.6 10.8
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（４）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社は、効率的な経営体制の整備と積極的な店舗展開により、継続的かつ強固な収益基盤を確立することで、株

主へ安定した利益還元を行うことと、企業の成長を 優先として経営にあたっており、中間配当と期末配当の年２

回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

配当額につきましては、連結ベースの配当性向30％を基準にした上で、将来の発展に備えるため、新規出店、既

存店の改装及び工場設備投資等に充当する内部留保必要資金を総合的に検討し決定しております。 

これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当期の配当につきましては、中間配当５円、期末配当は５円といたします。  

（５）事業等のリスク  

①特定事業への依存と売上高の季節変動について 

 当社グループは創業以来、飲食店の経営を事業としており、当社グループの主だった事業はこの外食事業でありま

す。したがって、当社グループの業績は、外食産業に対する消費者のニーズの変化、当該業界での競争激化の影響を

大きく受ける傾向にあります。 

 また、当社グループの売上高は１年を通して一定ということはなく、季節によって変動する傾向があります。特に

５月のゴールデンウィーク、夏休み及び年末年始の売上高が高くなるため、いわゆる「稼ぎ時」に台風、酷暑、厳寒

などの天候の悪影響が及んだ場合、目論見の売上高・利益を達成できなくなる恐れがあります。 

 ②食の安全と衛生管理について 

 近年、食品を取り巻く環境においては、野菜の残留農薬問題、ＢＳＥ問題、異物混入問題、輸入食材の安全性の問

題などが発生しております。当社グループでは、各原材料メーカーから「食品衛生法」「農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律（通称、ＪＡＳ法）」「不当景品類及び不当表示防止法（通称、景品表示法）」などの関

連諸法規に違反しないことを保証する書面を受領するなど、品質管理については万全の体制で臨んでおります。 

 また、当社グループにおいては、ご来店いただくすべてのお客さまに安全な商品を提供するため、保健所の指導で

行っている衛生検査に加えて、当社グループ内に独自に食品衛生チェックのできる体制を強化すべく「品質保証部」

を設置し、策定したクリンリネスマニュアル、指導書に基づき、店舗及び工場内での衛生状態が基準どおり保たれて

いるかどうかを定期的に確認しております。 

 衛生面については、今後においても十分留意していく方針でありますが、食中毒の発生など、当社固有の衛生問題

にのみならず、近年、消費者の食品の安全性に対する関心が高まっていることにより、仕入先における無認可添加物

の使用などによる食品製造工程に対する不信、同業他社の衛生管理問題などによる連鎖的風評及び口蹄疫や鳥インフ

ルエンザなどの社会全般的な問題など、各種の衛生上の問題が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 ③原材料の仕入について 

 当社グループが、お客さまに提供する商品の食材等は多種多様にわたるため、疫病の発生や天候不順等により、必

要量の原材料確保が困難な状況が生じたり、仕入価格が高騰したりする可能性があります。また、お客さまに提供す

る商品の食材を外部から調達しており、その一部は海外から輸入しております。したがいまして、万が一輸入制限措

置などにより、海外からの食材が輸入できないというような問題が発生した場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 また、「おいしさ」「安心・安全」を達成するため、平成21年４月に国産米粉を使用したぎょうざの販売、平成21

年10月より野菜の全量国産化、平成22年１月よりちゃんぽん麺の小麦国産化を開始しております。食材の仕入に当っ

ては、国内農家等との長期契約の締結等により仕入れ価格及び仕入量の安定化を図っておりますが、災害、天候不

順、疫病の発生等により、必要量の原材料確保が困難な状況が生じる、または仕入れ価格が高騰する等の事態に発展

した場合、当社グループの事業運営及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④敷金・保証金及び建設協力金について 

 当社グループでは多店舗展開を念頭に置いていることから、出店に際しては主に、店舗の土地及び建物を賃借する

方式で出店しており、出店時に土地建物所有者に対して、敷金・保証金及び建設協力金などとして資金の差入を行っ

ております。 

 新規出店の際には対象物件の権利関係などの確認を十分に行ってはおりますが、土地建物所有者である法人、個人

が破綻などの状態に陥り、土地などの継続的使用や債権の回収が困難となった場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 
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 ⑤自然災害や停電等による影響について 

 当社グループは製造ラインの中断による潜在的なマイナス影響を 小化するために、すべての設備における定期的

な災害防止検査と設備点検を行っております。しかしながら、生産施設で発生する災害、停電またはその他の中断事

項による影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。 

 また当社グループで使用される食材は、現在静岡及び佐賀地区の工場で加工・製造され、営業店舗へ毎日配送して

おります。したがいまして、静岡、佐賀で大規模な地震やその他の操業を中断する事象が発生した場合、当社グルー

プで使用される食材の生産能力が著しく低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥個人情報の取り扱いについて 

 当社グループでは営業目的の会員情報のほか、株主及び従業員などの個人情報を取り扱っております。 

 このような個人情報の保護をはじめ、企業の社会的責任に前向きに対応していくため「ＣＳＲ推進室」を設置する

など環境の整備を行っておりますが、個人が特定できるすべての情報が含まれるため、今後さらなる情報の洗い出し

や、漏洩しない仕組みづくり、漏洩させない風土づくりに相当のコストがかかることが予想されます。 

 また、万が一情報が漏洩し社会問題になった場合には、行政処分はもとより、顧客の信用を失い、企業イメージが

失墜し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦法的規制について 

 当社グループが属する外食産業においては、主な法的規制としては「食品衛生法」、「浄化槽法」、「消防法」、

「食品リサイクル法」、「改正パートタイム労働法」などがあり、さまざまな法的規制のなかで事業が運営されてお

ります。また、当社グループのフランチャイズ・チェーン展開においては、「中小小売商業振興法」及び「独占禁止

法」などの規制を受けております。 

 近年においては、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛肉トレーサビリティ法）

が施行されているとともに、パートタイマーの厚生年金適用拡大問題など法的規制の強化が予想されており、法的規

制が変更・強化された場合には、新たな費用が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 ⑧有利子負債について 

 当社グループは、店舗建築費用及び差入保証金等の出店資金を主に金融機関からの借入れにより調達しておりま

す。今後、有利子負債残高の圧縮等を含め保守的な財務方針で経営に当る方針でありますが、金利に変動が生じた場

合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑨出店について 

 当社グループにおいては、今後も必要に応じて当社グループの出店基準に基づき国内外において新規出店を行う方

針であります。新規出店計画については基準に合致する用地確保が困難な場合がある他、出店後において立地環境等

の多大な変化や計画された店舗収益が確保できない等の事態が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 ⑩減損損失及び退店損失について 

 当社グループは、平成17年２月期より固定資産の減損に係る会計基準を適用しておりますが、当社グループの店舗

において、外部環境の著しい変化等により収益性が著しく低下した場合、減損損失を計上する可能性があり、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループにおきましては、当社グループの退店基準に基づき不採算店舗等の閉店を実施しております。

退店に際し、固定資産除却損及び賃借物件の違約金・転貸費用等が発生する場合、また当該退店に係る損失が見込ま

れた場合に引当を行う場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑪フランチャイズ・チェーン展開について 

 当社グループでは直営店の営業展開の他、フランチャイズ契約に基づくフランチャイズ・チェーン展開を行ってお

ります。これらの契約により、当社はフランチャイズ店舗からのロイヤリティ収入等を収受しております。当該フラ

ンチャイズ加盟企業の減少や業績の悪化が生じた場合、フランチャイズ・チェーン展開が計画通りに実現できないこ

と及びロイヤルティ収入等が減少すること等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループでは、フランチャイズ加盟企業に対して衛生管理等の店舗運営指導を実施しております。しか

し、フランチャイズ加盟企業において当社グループの指導に従ったサービスの提供が行われない場合や衛生管理面の

問題が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社グループではタイ国における合弁会社の設置を足がかりに、今後海外においてフランチャイズ・チェー

ン展開を図っていく方針でありますが、当社グループの想定どおりに推移する保証はありません。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社リンガーハット）とリンガーハットジャパン株式会

社、浜勝株式会社、株式会社和華蘭及びリンガーハット開発株式会社の子会社４社及び関連会社のチャンピオン・フ

ーズカンパニーの合計６社により構成されており、「長崎ちゃんぽん」・「とんかつ」及び「和食（卓袱料理）」を

主力商品とする店舗の運営及びそれに関連する業務を行っております。 

 当社グループの事業内容に係わる位置付けは次のとおりであります。 

 なお、次の４部門は33ページに掲げるセグメント情報の区分と同一であります。 

長崎ちゃんぽん……リンガーハットジャパン株式会社は、「長崎ちゃんぽん」の専門店としてチェーン展開をは

かっております。 

とんかつ……………浜勝株式会社は、「とんかつ」の専門店としてチェーン展開をはかっております。 

和食…………………株式会社リンガーハットにおいて、長崎の郷土料理「長崎卓袱」の専門店（１店舗）の運営

を行っております。 

設備メンテナンス…リンガーハット開発㈱は、主にグループ外食事業店舗の設備メンテナンスを営んでおりま

す。 

※１．当社は主に子会社に対して食材及び商材の販売、事務代行、店舗の賃貸及び経営指導管理を行っております。

※２．チャンピオン・フーズ カンパニー（本社：タイ・バンコク市）は、タイにおいての長崎ちゃんぽん事業を展

開する会社であり、当社は当該事業に関するコンサルティングを行っております。  

  

 事業系統図は次のとおりであります。 

   

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「すべてのお客さまに楽しい食事のひとときを心と技術でつくる」を基本理念として、郷土料理

の「長崎ちゃんぽん」と「とんかつ」を中心に、親しみやすい「飲食の専門店」を展開してまいりました。素材や味

にこだわり、安心・安全で楽しい食事の空間を提供しつづけることにより、長期的かつ安定的に企業価値を高める経

営を行なってまいります。  

（２）目標とする経営指標  

当社グループでは、日常の営業活動に加え、財務活動を含めた企業のトータルの収益性を重視する観点から売上高

経常利益率を重視するとともに、安定した経営基盤の確立を図るためフリーキャッシュフローの増大を目標に活動し

ております。具体的には、平成26年２月期に売上高経常利益率10％の目標値を掲げております。 

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループでは「すべてのお客さまに楽しい食事のひとときを 心と技術でつくる」という基本理念のもと、

「創業５０周年を迎え、更なる企業体質の強化を目指そう」を経営方針のスローガンに掲げております。 

 その基本戦略は以下のとおりであります。 

（１）成長戦略 ～ 主力外食事業２業態への事業集中と国内外の積極的な出店による事業規模の拡大    

①「長崎ちゃんぽんリンガーハット」は、まだ九州、関東が中心の店舗網であるため「長崎の郷土料理ちゃんぽ

ん」の独自性を活かして全国各地へ展開する。 

②「とんかつ浜勝」は、関東展開を拡大する。 

③両業態ともに、国内市場はフランチャイズ展開を積極的に進める。 

④海外市場は、「ちょっと憧れる日本食」をコンセプトに現地企業とのアライアンス（提携）で「長崎ちゃんぽ

ん業態」「とんかつ業態」を東アジア・東南アジアに展開する。 

（２）高収益化 ～ 売上高ＦＬコスト（売上原価＋人件費）比率６０％以下の実現                

①リンガーハット店舖 

 ・ロードサイド型は、ドライブスルーとセルフサービスシステムの展開により、１店当たり売上高を上げ、人

件費率を下げる。また、既存店舖のリロケートを計画的に実施する。 

 ・ビルイン型は、昼は早く、低価格での提供を実現し、夕方以降は居酒屋メニューの展開を図る。 

 ・フードコート型は、デザート、点心類の販売強化や調理過程を見せてシズル感の演出を図る。 

②浜勝店舖 

 ・関東地域ロードサイドに居抜き物件で投資コストを抑えた出店展開を図る。 

③自社工場生産及び物流体制 

 ・自社工場を東西２ヶ所に集約し生産性を上げる。 

 ・「製造直売業」志向を強化し、自社工場の内製化率をあげ、品質向上とトータル原価の低減を実現する。 

④本部組織の少数精鋭化  

 ・ＩＴとアウトソーシングを活用し、間接業務の改善を図る。 

  

（３）財務強化 ～ 国内フランチャイズ及び海外アライアンス（提携）の拡大による投資抑制      

①国内におけるフランチャイズ展開の速度を上げ、自己投資を抑えることにより財務強化を図る。 

②直営店の新規出店は、リンガーハット店舖では低投資で出店できるフードコート型を主体とし、浜勝店舖では

関東地域のロードサイドに居抜き物件で投資コストを抑えた出店展開を図る。 

  

（４）組織改革と人財育成 ～ 成長を支える人づくりと働き甲斐のあるキャリアプラン         

①定期的な新卒者採用を実施し、社員の若返りを図る。 

②管理職定員制の導入、能力主義の強化、本部組織の少数精鋭化等の組織改革・人事制度改革を行い、働き甲斐

のあるキャリアプランを明示する。 

③階層別教育の充実を図り、次世代の経営者育成、海外勤務者育成、店長育成を継続的に行うとともに、店舗調

理・店舖接客のスキルアップを図るトレーニングプログラムを充実させる。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,152,964 1,081,636

売掛金 315,244 314,023

商品及び製品 86,888 87,327

仕掛品 12,869 17,579

原材料及び貯蔵品 220,280 275,961

前払費用 291,425 302,011

繰延税金資産 135,802 100,660

未収入金 306,231 330,605

その他 75,338 93,953

流動資産合計 2,597,045 2,603,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  20,348,331 ※2  21,512,399

減価償却累計額 △13,412,602 △13,703,247

建物及び構築物（純額） 6,935,729 7,809,151

機械装置及び運搬具 1,288,724 1,634,725

減価償却累計額 △878,106 △960,621

機械装置及び運搬具（純額） 410,617 674,104

土地 ※2  6,317,645 ※2  6,053,327

リース資産 401,403 454,672

減価償却累計額 △74,497 △139,053

リース資産（純額） 326,906 315,619

建設仮勘定 170,608 47,275

その他 3,795,486 3,651,439

減価償却累計額 △3,356,761 △3,156,488

その他（純額） 438,724 494,951

有形固定資産合計 14,600,232 15,394,429

無形固定資産 187,288 176,020

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  526,837 ※1  528,990

繰延税金資産 700,724 632,680

差入保証金 905,597 915,475

建設協力金 557,467 420,468

敷金 2,663,349 2,658,892

その他 354,012 390,059

貸倒引当金 △23,279 △22,605

投資その他の資産合計 5,684,710 5,523,959

固定資産合計 20,472,231 21,094,409

資産合計 23,069,276 23,698,167
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 568,908 554,795

短期借入金 ※2  2,210,000 ※2  3,028,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  2,584,106 ※2  1,352,931

1年内償還予定の社債 246,000 248,000

未払費用 731,426 728,094

未払金 1,026,721 602,029

リース債務 57,354 67,255

未払法人税等 377,077 301,928

未払消費税等 112,239 107,948

株主優待引当金 52,013 62,408

店舗閉鎖損失引当金 139,680 31,192

資産除去債務 － 76,071

その他 244,898 226,807

流動負債合計 8,350,427 7,387,461

固定負債   

社債 768,000 520,000

長期借入金 ※2  1,685,527 ※2  3,144,295

長期未払金 422,537 421,664

リース債務 274,944 263,571

繰延税金負債 61,000 11,186

退職給付引当金 734,033 850,952

長期預り保証金 234,789 313,389

資産除去債務 － 941,805

その他 75,030 36,464

固定負債合計 4,255,862 6,503,329

負債合計 12,606,290 13,890,791

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 924,848 283,503

自己株式 △10,530 △10,927

株主資本合計 10,407,797 9,766,055

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 55,188 42,882

為替換算調整勘定 － △1,561

その他の包括利益累計額合計 55,188 41,321

純資産合計 10,462,986 9,807,376

負債純資産合計 23,069,276 23,698,167
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 32,840,350 33,249,477

売上原価 10,590,154 11,191,106

売上総利益 22,250,196 22,058,371

その他の営業収入 ※1  1,324,062 ※1  1,428,279

営業総利益 23,574,258 23,486,650

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 10,497,317 9,778,478

退職給付費用 191,957 147,164

賃借料 4,167,748 4,251,886

水道光熱費 1,504,222 1,426,964

株主優待引当金繰入額 73,777 97,054

減価償却費 789,319 969,501

その他 4,777,187 5,509,363

販売費及び一般管理費合計 ※2  22,001,530 ※2  22,180,414

営業利益 1,572,727 1,306,236

営業外収益   

受取利息 13,229 10,921

受取配当金 8,081 8,454

雇用促進奨励金 6,385 4,853

その他 10,609 15,406

営業外収益合計 38,307 39,635

営業外費用   

支払利息 149,346 125,216

社債発行費 26,774 －

株式交付費 7,844 －

持分法による投資損失 6,042 5,664

その他 17,843 15,487

営業外費用合計 207,850 146,368

経常利益 1,403,184 1,199,503

特別利益   

投資有価証券売却益 264 －

収用補償金 － 44,419

貸倒引当金戻入額 － 674

受取保険金 958 －

特別利益合計 1,222 45,093
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  43,871 ※3  91,576

店舗閉鎖損失引当金繰入額 135,401 17,575

固定資産売却損 ※4  － ※4  8,176

減損損失 ※5  271,102 ※5  290,370

災害による損失 － 58,789

投資有価証券評価損 3,145 9,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 612,382

その他 13,886 59,956

特別損失合計 467,407 1,148,826

税金等調整前当期純利益 936,999 95,769

法人税、住民税及び事業税 365,204 458,573

法人税等調整額 △206,162 57,957

法人税等合計 159,041 516,531

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △420,761

当期純利益又は当期純損失（△） 777,957 △420,761
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △420,761

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △12,305

為替換算調整勘定 － △1,561

その他の包括利益合計 － ※2  △13,867

包括利益 － ※1  △434,629

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △434,629

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,028,962 5,066,122

当期変動額   

新株の発行 37,159 －

当期変動額合計 37,159 －

当期末残高 5,066,122 5,066,122

資本剰余金   

前期末残高 4,679,259 4,427,356

当期変動額   

新株の発行 37,159 －

自己株式の処分 △289,063 －

当期変動額合計 △251,903 －

当期末残高 4,427,356 4,427,356

利益剰余金   

前期末残高 338,225 924,848

当期変動額   

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 777,957 △420,761

当期変動額合計 586,623 △641,344

当期末残高 924,848 283,503

自己株式   

前期末残高 △1,869,777 △10,530

当期変動額   

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,860,483 －

当期変動額合計 1,859,246 △397

当期末残高 △10,530 △10,927

株主資本合計   

前期末残高 8,176,670 10,407,797

当期変動額   

新株の発行 74,319 －

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 777,957 △420,761

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,571,420 －

当期変動額合計 2,231,126 △641,742

当期末残高 10,407,797 9,766,055
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,560 55,188

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,627 △12,305

当期変動額合計 25,627 △12,305

当期末残高 55,188 42,882

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,561

当期変動額合計 － △1,561

当期末残高 － △1,561

純資産合計   

前期末残高 8,206,231 10,462,986

当期変動額   

新株の発行 74,319 －

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 777,957 △420,761

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,571,420 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,627 △13,867

当期変動額合計 2,256,754 △655,609

当期末残高 10,462,986 9,807,376
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 936,999 95,769

減価償却費 921,194 1,161,356

減損損失 271,102 290,370

株主優待引当金の増減額（△は減少） 6,241 10,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93,960 116,919

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 82,299 △108,488

貸倒引当金の増減額（△は減少） 674 △674

受取利息及び受取配当金 △21,311 △19,375

支払利息 149,346 125,216

投資有価証券評価損益（△は益） 3,145 9,999

持分法による投資損益（△は益） 6,042 5,664

有形固定資産売却損益（△は益） － 8,176

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 43,871 91,576

売上債権の増減額（△は増加） △16,562 1,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,293 △60,829

仕入債務の増減額（△は減少） △12,226 △14,113

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,641 15,672

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,987 △78,685

その他の流動負債の増減額（△は減少） 317,933 △438,682

長期未払金の増減額（△は減少） 7,076 △873

預り保証金の増減額（△は減少） △7,600 81,600

その他 △17,763 67,091

小計 2,633,500 1,971,691

利息及び配当金の受取額 10,888 10,944

利息の支払額 △139,819 △123,289

法人税等の支払額 △44,506 △529,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,460,063 1,330,152

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 △2,201,542 △2,084,918

有形固定資産の売却による収入 101,234 169,237

関係会社株式の取得による支出 － △25,057

建設協力金等の支払による支出 △218,964 △190,013

建設協力金等の回収による収入 303,038 275,509

投資有価証券の取得による支出 △699 △11,211

投資有価証券の売却による収入 3,870  

その他 10,846 △53,992

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,002,218 △1,920,447
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29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） △1,300,000 818,000

長期借入れによる収入 1,930,000 3,100,000

長期借入金の返済による支出 △3,797,598 △2,872,407

社債の発行による収入 900,000 －

社債の償還による支出 △86,000 △246,000

株式の発行による収入 74,319 －

自己株式の売却による収入 1,571,420 －

自己株式の取得による支出 △1,236 △397

配当金の支払額 △190,305 △218,101

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40,662 △62,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △940,062 518,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △482,216 △71,328

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期末残高 1,142,964 1,071,636
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  該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社４社は全て連結の範囲に含めてお

ります。 

      同   左 

  連結子会社名 

リンガーハットジャパン株式会社 

浜勝株式会社 

株式会社和華蘭 

リンガーハット開発株式会社 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の関連会社数  １社 

関連会社名 

 チャンピオン・フーズカンパニー

（Champion Foods Co., Ltd.）  

       同   左 

   持分法適用会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる会社については、各社の事業

年度に係る財務諸表を使用しております。

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社４社の事業年度の決算日は、

連結決算日と一致しております。 

同   左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

    

① 有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同   左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同   左 

② たな卸資産  (イ) 商品及び製品  

 月別移動平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）を採用して

おります。  

(イ) 商品及び製品  

同   左 

  (ロ) 仕掛品   

 個別法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

(ロ) 仕掛品   

同   左 

  (ハ) 原材料及び貯蔵品  

・原材料 

 月別移動平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）を採用

しております。 

(ハ) 原材料及び貯蔵品  

・原材料 

同   左 

  ・貯蔵品  

 終仕入原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。  

・貯蔵品  

同   左 

③ デリバティブ   時価法 同   左 
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前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

 なお、平成11年３月１日以降取得した取

得価額 万円以上 万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

 また、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

10 20

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

       同   左 

  建物及び構築物 10 ～ 31年 

機械装置及び運搬具 ４ ～ 10年 

  

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社では、すべての有形

固定資産の減価償却方法について、従来定

率法を採用しておりましたが（ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物＜建物

付属設備を除く＞については、定額法）、

当連結会計年度より定額法に変更いたしま

した。この変更は、平成22年１月開催の取

締役会決議による中期出店戦略で従来にな

い大規模な出店計画を展開するに際し、新

規店舗が平準的な収益を計上している 近

の動向を鑑み、収益と費用の対応関係をよ

り重視した投資回収方法の見直しを行った

結果、定額法による減価償却の方法がより

合理的な費用収益対応を表すと判断するに

至ったことによるものであります。 

 これに伴い従来と同一の方法によった場

合と比べ、当連結会計期間の減価償却費は

275,507千円減少し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益が同額増加し

ております。 

 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 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、償却年数については法人税法に規

定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

 また、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同   左 

  ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成21

年２月28日以前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

③ リース資産 

同   左 
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前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

  

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

同   左 

  ② 株主優待引当金 

 株主優待券の利用による費用負担に備え

るため、株主優待券の利用実績率に基づ

き、当連結会計年度末において将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。 

  

② 株主優待引当金 

同   左 

  ③ 店舗閉鎖損失引当金  

 店舗等の閉鎖に伴い発生する損失に備え

るため、原状回復費用等の閉店関連損失見

込額を計上しております。 

③ 店舗閉鎖損失引当金  

同   左 

  ④ 退職給付引当金  

 従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

 なお、過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（３年）による定額法により按分し

た額を、発生した連結会計年度より費用処

理しております。 

 数理計算上の差異については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（３年）による定額法により按分した

額を翌連結会計年度より損益処理すること

としております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企業

会計基準 第19号 平成20年７月31日）を適

用しております。なお、これによる営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響はありません。 

④ 退職給付引当金  

同   左  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ――――――  
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前連結会計年度 

（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採

用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段………金利スワップ  

 ヘッジ対象………借入金 

③ ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っておりま

す。  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。   

  

① ヘッジ会計の方法 

同   左  

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左  

   

③ ヘッジ方針 

同   左  

  

  

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同   左  

  

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

  消費税等の会計処理 

同   左 

5．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同   左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    ―――――― 

  

（「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） 

 当連結会計年度より、「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10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） 

 当連結会計年度より、「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、経常利益はそれぞれ 千

円、税金等調整前当期純損失は 千円減少しておりま

す。  

128,179

740,562
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

（連結貸借対照表） 

 従来、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」（前連結会計年度294,309千円）は、当

連結会計年度において、金額的重要性が増したため、区

分して表示しております。 

 流動負債の「その他」に含めて表示しておりました

「未払金」（前連結会計年度595,162千円）は、当連結会

計年度において、金額的重要性が増したため、区分して

表示しております。 

          ―――――― 

  

  

  

  

  

（連結損益計算書） 

 従来、営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「社債発行費」は、当連結会計年度において、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分して表示

しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「社債

発行費」は2,217千円であります。 

（連結貸借対照表） 

          ―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

当連結会計年度より、「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

き、「財務諸表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）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純損失」の科目で表示しております。  

（連結損益計算書） 

          ―――――― 

  

  

  

  

  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

―――――― （包括利益の表示に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」の前連

結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」の金額を記載

しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式）   千円 21,647

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式）   千円 52,747

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

担保資産 担保資産 

建物及び構築物    千円 121,993

土地  4,657,796

合計  4,779,790

建物及び構築物    千円 107,885

土地  4,413,729

合計  4,521,615

  

 担保付債務 

短期借入金 千円 1,830,000

一年以内返済予定の 

長期借入金 
 2,393,168

長期借入金  1,668,842

合計  5,892,010

  

 担保付債務 

短期借入金 千円 2,598,000

一年以内返済予定の 

長期借入金 
 1,316,246

長期借入金  3,074,295

合計  6,988,541

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

※１  当連結会計年度より、フランチャイジーが運営を

行っている店舗の「事業価値」をフランチャイジー

に売却しており、フランチャイズ契約の締結に伴う

店舗運営事業の売却益66,426千円をその他の営業収

入に含めて表示しております。当該フランチャイジ

ーへの売却価額は、売却対象の店舗運営事業が将来

生み出すと期待されるキャッシュ・フローに基づき

算定されており、買い手であるフランチャイジーと

合意された金額であります。   

           ―――――― 

  

※２  一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

59,535 ※２  一般管理費に含まれる研究開発費は 千円

であります。 

156,480

※３  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 千円30,983

その他  12,887

 計  43,871

建物及び構築物 千円76,153

機械装置及び運搬具  2,766

その他   12,656

 計  91,576

           ―――――― ※４  固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

  

  

土地 千円8,176
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

 ※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。 

 ※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。 

 （１）減損損失を認識した資産グループの概要  （１）減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種 類 場   所 
減損損失 

（千円） 

 店舗 
建物及び 

構築物等  

リンガーハット長崎

江川店ほか26店舗 
 271,102

用途 種 類 場   所 
減損損失 

（千円） 

 店舗 

建物及び 

構築物等  

リンガーハット大分

高城店ほか14店舗 
 28,398

土地  
リンガーハット熊本

熊大前店ほか1店舗 
 100,641

 共用 
資産 

建物及び 

構築物等  
福岡本社ほか  32,412

 遊休 
資産 

土地 静岡県小山町  128,918

 （２）減損損失の認識に至った経緯 

営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今

後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗及び当連結会

計年度末において取締役会で決議された退店決定店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 （２）減損損失の認識に至った経緯 

＜店舗＞ 

営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今

後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗及び当連結会

計年度末において取締役会で決議された退店決定店舗。 

＜土地＞  

時価が著しく下落した土地及び売却が決定した土地。 

上記について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

 （３）減損損失の内訳  （３）減損損失の内訳 

建物及び構築物 千円231,462

機械装置及び運搬具  445

その他   6,297

リース資産減損勘定  30,015

無形固定資産  2,882

 計  271,102

建物及び構築物 千円51,765

機械装置及び運搬具  666

土地  229,559

その他   3,384

リース資産減損勘定  4,994

 計  290,370

 （４）資産のグルーピングの方法 

 キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を

基本単位とし、また遊休資産については個々の物件ごとに

グルーピングしております。 

 （４）資産のグルーピングの方法 

同   左 

 （５）回収可能価額の算定方法 

 賃借店舗については使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを３％で割り引いて算定しております。 

 また、上記以外の回収可能価額は正味売却価格により測

定し、不動産鑑定士による評価額等により算定しておりま

す。 

 （５）回収可能価額の算定方法 

同   左 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円803,585

少数株主に係る包括利益   －   

計 千円803,585

その他有価証券評価差額金 千円25,627

計 千円25,627
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前連結会計年度（自平成22年３月１日 至平成23年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加140,000株は第三者割当による新株の発行による増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,237株は単元未満株式の買取による増加であります。 

     普通株式の自己株式の株式数の減少1,660,000株のうち1,400,000株は引受人の買取引受けによる売出しによる

自己株式の処分であり、260,000株は第三者割当増資に伴う自己株式の処分であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）当連結会計年度減少459,500株は、平成22年５月31日に行使期限が到来した権利失効による減少であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  （注）１  21,927,972  140,000  ―  22,067,972

自己株式         

普通株式  （注）２  1,668,283  1,237  1,660,000  9,520

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計年
度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計年
度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
普通株式  459,500  ―  459,500  ―  ―

連結子会社 ― ―  ―  ―  ―  ―  ―

合    計   459,500  ― 459,500    ―  ―

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成22年５月26日 

定時株主総会 
普通株式  81,038  4 平成22年２月28日 平成22年５月27日 

平成22年10月13日 

取締役会 
普通株式  110,295  5 平成22年８月31日 平成22年11月18日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成23年５月25日 

定時株主総会 
普通株式  110,292 利益剰余金  5 平成23年２月28日 平成23年５月26日
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当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加364株は単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  22,067,972  ―  ―  22,067,972

自己株式         

普通株式  （注）  9,520  364  ―  9,884

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成23年５月25日 

定時株主総会 
普通株式  110,292  5 平成23年２月28日 平成23年５月26日 

平成23年10月11日 

取締役会 
普通株式  110,290  5 平成23年８月31日 平成23年11月17日 

  
（決議予定） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成24年５月24日 

定時株主総会 
普通株式  110,290 利益剰余金  5 平成24年２月29日 平成24年５月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成23年２月28日現在） （平成24年２月29日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定  1,152,964

預入期間が３ヶ月を超える定期性

預金 
 △10,000

現金及び現金同等物の期末残高  1,142,964

  （千円）

現金及び預金勘定  1,081,636

預入期間が３ヶ月を超える定期性

預金 
 △10,000

現金及び現金同等物の期末残高  1,071,636
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、退職金規定に基づく退職一時金制度、確定給付企業年金制度及び複数事業主制度の外食産

業ジェフ厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度については、退職給付会計実務指針33項

の例外処理を行う制度であります。 

なお、当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けておりましたが、平成23年２月１日に確定給

付企業年金制度に移行しております。 

要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。  

   

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

  

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

前連結会計年度 2.82％（平成22年３月31日）  

当連結会計年度 ％（平成23年３月31日） 

  

(3) 補足説明 

上記(1)の差引額の差引額の主な要因は、前連結会計年度は年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高

千円であり、当連結会計年度は年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高 千円及び当年度不

足金 千円であります。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

（注）１．従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。 

   ２．なお、連結子会社のうち、リンガーハット開発㈱については簡便法を採用しております。 

  

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

年金資産の額 千円 112,959,330 千円 114,043,826

年金財政計算上の給付債務の額 千円 123,946,769 千円 127,953,639

差引額 千円 △10,987,438 千円 △13,909,813

2.77

842,266 698,883

8,887,313

  前連結会計年度 
（平成23年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29日現在） 

① 退職給付債務（千円）  △999,836  △1,050,403

② 年金資産（千円）  345,198  338,745

③ 未積立退職給付債務（①＋②）（千円）  △654,638  △711,657

④ 未認識数理計算上の差異（千円）  △79,346  △74,202

⑤ 未認識過去勤務債務（千円）  △49  △12

⑥ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤）（千円）  △734,033  △785,871

⑦ 前払年金費用（千円）  ―  △65,080

⑧ 退職給付引当金（千円）  △734,033  △850,952
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３．退職給付費用に関する事項 

（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（注）１．過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分し

た額を発生した連結会計年度より費用処理することとしております。 

２．数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按

分した額を翌連結会計年度より損益処理することとしております。 

  

  前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

① 勤務費用（千円）  166,437  151,342

② 利息費用（千円）  26,674  26,189

③ 期待運用収益（減算）（千円）  △10,423  △9,942

④ 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  11,461  △21,287

⑤ 過去勤務債務の費用処理額（千円）  12  12

⑥ 小計（①＋②＋③＋④＋⑤）（千円）  194,162  146,313

⑦ 総合設立の厚生年金基金への拠出額（千円）  25,784  25,213

⑧ 退職給付費用（⑥＋⑦）（千円）  219,946  171,527

  前連結会計年度 
（平成23年２月28日現在） 

当連結会計年度 
（平成24年２月29日現在） 

① 退職給付見込額の期間配分方法 

退職金制度がポイント制のため

「ポイント基準」で配分してお

ります。 

退職金制度がポイント制のため

「ポイント基準」で配分してお

ります。 

② 割引率（％）  2.0  2.0

③ 期待運用収益率（％）  3.0  3.0

④ 過去勤務債務の処理年数（年） ３ ３ 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数（年） ３  ３  

㈱リンガーハット（8200）　平成２４年２月期　決算短信

29



当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの  

 （１）当該資産除去債務の概要  

店舗及び本社の建物の賃借契約に伴う原状回復義務であります。 

  

 （２）当該資産除去債務の金額の算定方法   

原状回復費用の見積額を、契約期間と固定資産の耐用年数の長いほうの期間を減価償却期間（主に20

年）として見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回り（主に1.991％）を使用して

資産除去債務の金額を計算しております。 

  

 （３）当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減   
  

  

 (注)当連結会計年度より「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

用したことによる期首時点における残高であります。 

  

 （４）資産除去債務の見積りの変更 

当連結会計年度において、店舗及び本社の退店または移転が決定したため、履行時期の見積りの変更を

行い、これに伴う資産除去債務の増加額30,925千円を見積りの変更による増加額として資産除去債務に

含めて表示しております。  

   

（資産除去債務関係）

期首残高（注） 982,475千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額  45,791  

時の経過による調整額  17,143  

見積りの変更による増加額  30,925  

資産除去債務の履行による減少額  58,459千円 

期末残高  1,017,877千円 
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当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

 

３．報報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  前連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額はセグメント間の取引消去であります。   

 ２．セグメント利益は、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。 

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結財務諸表
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               
(1)外部顧客に対

する売上高 
24,531,529  9,053,186 228,438 351,258 34,164,413 - 34,164,413

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

- - - 1,621,262 1,621,262 ( )1,621,262 -

計 24,531,529  9,053,186 228,438 1,972,521 35,785,675 ( )1,621,262 34,164,413

セグメント利

益又は損失

（△） 

954,955  412,790 △4,453 113,095 1,476,387  96,340 1,572,737

セグメント資

産 
12,874,058  5,650,329 49,285 1,466,649 20,040,321  3,028,954 23,069,276

その他の項目               
減価償却費 741,826  186,083 9,065 3,043 940,019 ( ) 18,824 921,194

減損損失 145,183  125,919     -     - 271,102     - 271,102

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

2,102,446  404,886 1,323 2,267 2,510,923 ( ) 7,896 2,503,027
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   当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額はセグメント間の取引消去であります。   

 ２．セグメント利益は、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．当連結会計年度から、「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21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、セグメント利益は「長崎ちゃんぽん」で

千円、「とんかつ」で 千円、「設備メンテナンス」で 千円、それぞれ減少し、

「調整額」が 千円増加しております。 

   

(追加情報)  

当連結会計年度より「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。   

   

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

連結財務諸表
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               
(1)外部顧客に対

する売上高 
25,924,506  8,083,956 200,192 469,100 34,677,756 - 34,677,756

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
106,650 - - 1,488,230 1,594,880 ( )1,594,880 -

計 26,031,157  8,083,956 200,192 1,957,331 36,272,636 ( )1,594,880 34,677,756

セグメント利

益又は損失

（△） 
951,978  234,160 △10,815 133,828 1,309,151 ( ) 2,915 1,306,236

セグメント資

産 
14,803,733  3,605,984 41,469 1,031,611 19,482,797  4,215,369 23,698,167

その他の項目               
減価償却費  960,472  209,203 774 5,965 1,176,417 ( ) 15,789 1,160,627
減損損失 178,965  74,755 - - 253,720  36,650 290,370
有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 
2,049,460  150,083 4,928 13,523 2,217,994 - 2,217,994

85,653 12,676 1,121

671
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当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。  

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま 

す。 

   

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。  

   

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を

省略しております。 

   

当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年３月１日 至平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

    

（事業の種類別セグメント情報） 

前連結会計年度（自平成22年３月１日 至平成23年２月28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 

関連情報

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

その他のセグメント情報

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上

高 
 24,531,529 9,053,186 228,438 351,258  34,164,413  － 34,164,413

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 － － － 1,621,262  1,621,262 (1,621,262) －

計  24,531,529 9,053,186 228,438 1,972,521  35,785,675 (1,621,262) 34,164,413

営業費用  22,901,383 8,421,012 227,368 1,859,426  33,409,189  (817,504) 32,591,685

営業利益  1,630,146 632,174 1,070 113,095  2,376,486  (803,758) 1,572,727

Ⅱ．資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
              

資産  12,874,058 5,650,329 49,285 1,466,649  20,040,322  3,028,954 23,069,276

減価償却費  680,701 167,127 8,906 3,043  859,779  61,415 921,194

減損損失  145,183 125,919 － －  271,102  － 271,102

資本的支出  2,102,446 404,886 1,323 2,267  2,510,923  (7,896) 2,503,027
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３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主なも

のは、親会社本社の総務、人事及び経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、 消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金（現金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

（減価償却の方法の変更） 

 当連結会計年度より、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によった場合に比べ、営業費用が長崎ちゃんぽん事業で 千円、とん

かつ事業で 千円、設備メンテナンス事業で３千円、消去又は全社で 千円それぞれ減少し、営業

利益は同額増加しております。  

  

（所在地別セグメント情報）  

前連結会計年度（自平成22年３月１日 至平成23年２月28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）  

前連結会計年度（自平成22年３月１日 至平成23年２月28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。  

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 ： 外食店舗の改修及び建物設備のメンテナンス 

885,093

9,287,132

143,231

47,243 85,029
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 （注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

該当事項はありません。 

 リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、税効果、金融商品、有価証券、関連当事者情報に関する注

記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日） 

１株当たり純資産額 円 474.33

１株当たり当期純利益金額 円 35.49

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 円 444.61

１株当たり当期純利益金額 円 △19.07

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
至 平成24年２月29日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  777,957  △420,761,762

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
 ―  ―

普通株式に係る当期純利益 

（千円） 
 777,957  △420,761,762

期中平均株式数（株）  21,914,758  22,067,972

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

―――――― ―――――― 

  
前連結会計年度末 

平成23年２月28日 

当連結会計年度末 

平成24年２月29日 

 純資産の部の合計額（千円）  10,462,986  9,807,376

 純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 ―  ―

 普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 10,462,986  9,807,376

 １株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（株） 
 22,058,452  22,058,088

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 927,202 865,539

売掛金 192,250 241,619

商品及び製品 80,733 85,489

原材料及び貯蔵品 124,993 166,575

前払費用 138,063 138,719

繰延税金資産 83,824 83,435

未収入金 44,966 28,968

立替金 50,443 131,869

その他 20,639 34,886

流動資産合計 1,663,117 1,777,102

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,757,096 18,967,622

減価償却累計額 △11,465,159 △11,801,796

建物（純額） 6,291,937 7,165,826

構築物 3,100,926 3,049,226

減価償却累計額 △2,392,837 △2,330,699

構築物（純額） 708,089 718,527

機械及び装置 1,265,181 1,594,079

減価償却累計額 △862,767 △942,422

機械及び装置（純額） 402,414 651,656

車両運搬具 7,699 24,079

減価償却累計額 △6,883 △9,040

車両運搬具（純額） 815 15,039

工具、器具及び備品 1,337,925 1,235,763

減価償却累計額 △1,209,357 △1,097,406

工具、器具及び備品（純額） 128,567 138,356

土地 6,500,259 6,009,148

リース資産 401,403 445,152

減価償却累計額 △74,497 △137,942

リース資産（純額） 326,906 307,209

建設仮勘定 170,608 47,275

有形固定資産合計 14,529,599 15,053,038

無形固定資産   

ソフトウエア 17,243 30,423

施設利用権 7,486 7,973

電話加入権 91,184 91,184

借家権 61,384 30,328

リース資産 － 6,648

その他 8,646 8,180

無形固定資産合計 185,944 174,739

投資その他の資産   

投資有価証券 505,190 489,511

関係会社株式 427,690 452,747

出資金 465 555

従業員に対する長期貸付金 5,124 4,186

長期前払費用 72,152 85,608

破産更生債権等 23,279 22,605

差入保証金 905,597 915,475

建設協力金 557,467 420,468

敷金 2,679,982 2,675,073
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店舗賃借仮勘定 53,771 35,738

繰延税金資産 61,574 158,981

その他 117,473 127,109

貸倒引当金 △23,279 △22,605

投資その他の資産合計 5,386,491 5,365,456

固定資産合計 20,102,035 20,593,234

資産合計 21,765,153 22,370,336
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 568,908 559,655

短期借入金 2,150,000 2,968,000

1年内返済予定の長期借入金 2,167,206 1,316,931

1年内償還予定の社債 246,000 248,000

未払金 877,837 549,825

未払費用 99,814 108,192

リース債務 57,354 65,411

未払法人税等 30,451 148,342

未払事業所税 1,187 1,188

預り金 713,173 619,464

株主優待引当金 52,013 62,408

資産除去債務 － 76,071

店舗閉鎖損失引当金 139,680 31,192

その他 45,047 41,983

流動負債合計 7,148,675 6,796,665

固定負債   

社債 768,000 520,000

長期借入金 1,685,527 2,801,295

長期未払金 422,537 421,320

リース債務 274,944 256,952

退職給付引当金 307,545 374,868

長期預り保証金 234,432 313,032

資産除去債務 － 936,556

その他 75,030 36,464

固定負債合計 3,768,016 5,660,489

負債合計 10,916,692 12,457,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,066,122 5,066,122

資本剰余金   

資本準備金 2,079,391 2,079,391

その他資本剰余金 2,347,965 2,347,965

資本剰余金合計 4,427,356 4,427,356

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,310,323 387,746

利益剰余金合計 1,310,323 387,746

自己株式 △10,530 △10,927

株主資本合計 10,793,271 9,870,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,188 42,882

評価・換算差額等合計 55,188 42,882

純資産合計 10,848,460 9,913,181

負債純資産合計 21,765,153 22,370,336
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 12,275,838 12,684,066

売上原価   

商品期首たな卸高 1,753 1,193

店舗材料期首たな卸高 9,030 15,105

製品期首たな卸高 49,949 79,540

当期製品製造原価 6,220,940 6,503,207

当期商品仕入高 233,073 152,586

当期店舗材料仕入高 2,716,678 2,870,333

その他の原価 1,672,395 1,861,849

合計 10,903,822 11,483,815

商品期末たな卸高 1,193 546

店舗材料期末たな卸高 15,105 18,355

製品期末たな卸高 79,540 84,942

売上原価合計 10,807,983 11,379,971

売上総利益 1,467,855 1,304,095

その他の営業収入   

ロイヤリティー収入 1,157,305 1,181,169

関係会社ロイヤリティー収入 1,448,715 1,509,595

関係会社賃貸料収入 632,283 670,967

その他 117,641 188,112

その他の営業収入 3,355,945 3,549,845

営業総利益 4,823,801 4,853,940

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 105,181 104,202

装飾費 27,019 37,768

役員報酬 139,218 145,206

従業員給料 758,853 748,484

賞与 175,673 173,548

退職給付費用 43,074 56,897

福利厚生費 173,020 185,795

寮・社宅関係費 22,802 24,254

教育研修費 29,092 41,656

賃借料 717,171 673,649

保険料 22,141 18,640

修繕費 69,894 67,589

消耗品費 21,435 25,022

衛生費 10,672 9,469

水道光熱費 18,228 13,220

租税公課 75,244 75,036

事業所税 1,219 1,193
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

事務用品費 6,874 5,496

旅費及び交通費 140,277 142,814

交際費 13,858 7,939

株主優待引当金繰入額 73,777 97,054

通信費 31,048 30,808

事務委託費 189,714 239,496

車両費 12,972 10,286

減価償却費 709,320 835,165

その他 340,630 363,348

販売費及び一般管理費合計 3,928,417 4,134,046

営業利益 895,383 719,894

営業外収益   

受取利息 10,835 8,717

受取配当金 8,081 8,454

雇用促進奨励金 5,425 4,144

その他 8,684 9,467

営業外収益合計 33,027 30,783

営業外費用   

支払利息 135,134 108,779

社債利息 3,332 6,785

社債発行費 26,774 －

株式交付費 7,844 －

その他 8,688 9,976

営業外費用合計 181,773 125,542

経常利益 746,637 625,135

特別利益   

投資有価証券売却益 264 －

収用補償金 － 34,316

貸倒引当金戻入額 － 674

関係会社事業損失引当金戻入額 224,965 －

特別利益合計 225,229 34,990
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

特別損失   

固定資産除却損 36,102 85,991

店舗閉鎖損失引当金繰入額 135,401 17,575

固定資産売却損 － 110,288

減損損失 268,815 413,888

投資有価証券評価損 3,145 9,999

災害による損失 － 44,486

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 608,588

その他 9,737 22,639

特別損失合計 453,202 1,313,458

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 518,664 △653,332

法人税、住民税及び事業税 12,609 141,094

法人税等調整額 △131,650 △92,433

法人税等合計 △119,040 48,660

当期純利益又は当期純損失（△） 637,704 △701,993
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,028,962 5,066,122

当期変動額   

新株の発行 37,159 －

当期変動額合計 37,159 －

当期末残高 5,066,122 5,066,122

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,042,231 2,079,391

当期変動額   

新株の発行 37,159 －

当期変動額合計 37,159 －

当期末残高 2,079,391 2,079,391

その他資本剰余金   

前期末残高 2,637,028 2,347,965

当期変動額   

自己株式の処分 △289,063 －

当期変動額合計 △289,063 －

当期末残高 2,347,965 2,347,965

資本剰余金合計   

前期末残高 4,679,259 4,427,356

当期変動額   

新株の発行 37,159 －

自己株式の処分 △289,063 －

当期変動額合計 △251,903 －

当期末残高 4,427,356 4,427,356

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 863,952 1,310,323

当期変動額   

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 637,704 △701,993

当期変動額合計 446,370 △922,576

当期末残高 1,310,323 387,746

利益剰余金合計   

前期末残高 863,952 1,310,323

当期変動額   

剰余金の配当 △191,334 △220,583
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当期純利益 637,704 △701,993

当期変動額合計 446,370 △922,576

当期末残高 1,310,323 387,746

自己株式   

前期末残高 △1,869,777 △10,530

当期変動額   

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,860,483 －

当期変動額合計 1,859,246 △397

当期末残高 △10,530 △10,927

株主資本合計   

前期末残高 8,702,398 10,793,271

当期変動額   

新株の発行 74,319 －

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 637,704 △701,993

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,571,420 －

当期変動額合計 2,090,873 △922,973

当期末残高 10,793,271 9,870,298

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,560 55,188

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,627 △12,305

当期変動額合計 25,627 △12,305

当期末残高 55,188 42,882

純資産合計   

前期末残高 8,731,959 10,848,460

当期変動額   

新株の発行 74,319 －

剰余金の配当 △191,334 △220,583

当期純利益 637,704 △701,993

自己株式の取得 △1,236 △397

自己株式の処分 1,571,420 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,627 △12,305

当期変動額合計 2,116,501 △935,279

当期末残高 10,848,460 9,913,181
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 該当事項はありません。  

   

                      役 員 の 異 動 

                   （平成24年５月24日付予定） 

  （１）取締役の異動 

     ① 新任取締役候補者 

     （予定される新役職名）          （氏 名）         

                     ささの   さかえ  

         取締役                  佐々野 諸延  （現 当社執行役員管理グループ担当兼総務人事部長） 

     

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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