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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年9月20日） 

（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 

  

(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 ％

25年3月期第2四半期 3,392 3.0 3,132 2.9 193 △2.2 250 △7.4 131 △7.1
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 108百万円 （△18.6％） 24年3月期第2四半期 132百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 8.82 ―
24年3月期第2四半期 9.19 ―

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

25年3月期第2四半期 4,165 2,701 64.8 184.40
24年3月期 4,261 2,858 67.1 186.25
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,701百万円 24年3月期  2,858百万円

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

24年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
25年3月期 ― 2.00
25年3月期（予想） ― 2.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 3月21日～平成25年 3月20日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）営業収益は売上高と営業収入の合計であります。 

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 6,549 2.5 6,056 2.0 231 0.6 307 △8.0 140 △2.5 9.12



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年3月期2Q 16,040,558 株 24年3月期 16,040,558 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,393,499 株 24年3月期 691,801 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,847,843 株 24年3月期2Q 15,350,539 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、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やかな景気の回

復が見られたものの、欧州金融危機や長期化する円高の懸念、株価の低迷など、依然として不透明な状況が続いて

おります。 

外食産業におきましても、デフレ傾向や雇用情勢の悪化懸念などによる、消費者の節約志向が依然として強く、

厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、「食の安心・安全」の維持向上とお客さまの信頼を 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２四半期連結会計期間末の当社グループの店舗数は、国内153店舗、海外105店舗、合計258店舗（前期末比

４店舗増）となっております。なおその内訳は、国内らーめん店舗142店舗、和食店舗11店舗、海外店舗105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31億32百万円（前年同期比2.9％増）となり、営業収益（売

上高とロイヤリティ収入等の合計）は33億92百万円（前年同期比3.0％増）となりました。営業利益は和食直営店１

店舗の業態転換に伴う一時的費用26百万円を計上したことにより１億93百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益は

受取配当金が減少したことにより２億50百万円（前年同期比7.4％減）、四半期純利益は１億31百万円（前年同期比

7.1％減）となりました。 

  

 報告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 

（らーめん部門） 

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。店舗営業面においては、４月に「スープの

無いらーめん」という特徴ある商品「唐麺」「辛・唐麺」の認知を高めるための販売キャンペーン、７・８月

には「餃子Ｗがお得！」キャンペーンを実施し、来店客数の増加に努めました。そのほか９月には、地元の食

材を使った「能登限定メニュー」を石川県能登地区（羽咋市以北）の８番らーめん店12店舗限定で発売し、好

評を得ております。店舗展開の状況につきましては、加盟店１店舗の移転ならびに加盟店３店舗の改装を実施

いたしました。また、加盟店都合により１店舗を閉店しました。当第２四半期連結会計期間末の店舗数は142店

舗（内加盟店舗数120店舗、直営店舗数22店舗、前期末比１店舗減）であります。 

  

（和食部門） 

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。７月には新業態の開発として１店舗を業態転換いたしました。当第２四半

期連結会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28億86百万円

（前年同期比2.3％増）、経常利益は和食直営店１店舗の業態転換に伴う一時的費用26百万円を計上したことによ

り４億24百万円（前年同期比1.7％減）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４億25百万円（前年同期比2.8％増）、経常利益はより激し

さを増す販売競争の中で13百万円（前年同期比43.8％減）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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の店舗数は105店舗（内タイ王国97店舗、香港５店舗、中華人民共和国遼寧省３

店舗）となりました。 

この結果、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、タイ王国で８番

らーめんチェーン店を展開する合弁会社へのセントラルキッチン用設備機器の売上計上と、同社からのロイヤリ

ティ収入の増加があったことにより80百万円（前年同期比37.8％増）、経常利益は46百万円（前年同期比52.6％

増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会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95百万円減少して41億65百万円

（前連結会計年度比2.2％減）となりました。これは主に長期貸付金が57百万円増加したものの、現金及び預金が

１億８百万円減少したことや建物及び構築物が28百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会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62百万円増加して14億64百万円

（前連結会計年度比4.4％増）となりました。これは主に、短期借入金が68百万円増加したことによるものであり

ます。 

（純資産） 

当第２四半期連結会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１億57百万円減少して27億１

百万円（前連結会計年度比5.5％減）となりました。これは主に利益剰余金が１億円増加したものの、自己株式2

億35百万円を取得したことによって減少し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 

通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月１日に公表しました「平成24年３月期 決算短信〔日本基

準〕（連結）」に記載した数値から変更はありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

（４）追加情報 

（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） 

第１四半期連結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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 486,052 377,174

売掛金 351,652 398,798

商品及び製品 63,205 61,001

原材料及び貯蔵品 21,053 24,402

繰延税金資産 66,808 66,273

その他 98,310 102,632

流動資産合計 1,087,082 1,030,284

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 718,498 689,987

機械装置及び運搬具（純額） 92,044 88,683

工具、器具及び備品（純額） 65,107 56,582

土地 1,079,594 1,079,594

有形固定資産合計 1,955,245 1,914,847

無形固定資産 26,182 18,592

投資その他の資産   

投資有価証券 308,104 285,088

長期貸付金 81,360 138,535

関係会社出資金 73,047 79,680

差入保証金 339,062 339,098

保険積立金 248,537 229,122

繰延税金資産 95,003 82,771

その他 71,300 70,586

貸倒引当金 △23,626 △22,823

投資その他の資産合計 1,192,788 1,202,061

固定資産合計 3,174,216 3,135,501

資産合計 4,261,299 4,165,786
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,927 234,532

短期借入金 121,761 189,992

未払法人税等 76,220 104,253

賞与引当金 88,427 89,417

未払費用 246,644 249,018

その他 74,490 56,823

流動負債合計 810,470 924,037

固定負債   

長期借入金 131,690 101,694

長期未払金 255,957 240,359

長期預り保証金 204,451 198,671

固定負債合計 592,098 540,724

負債合計 1,402,569 1,464,762

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 429,608 529,993

自己株式 △226,772 △461,846

株主資本合計 2,872,941 2,738,251

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14,212 △37,227

その他の包括利益累計額合計 △14,212 △37,227

純資産合計 2,858,729 2,701,023

負債純資産合計 4,261,299 4,165,786
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

売上高 3,045,044 3,132,359

売上原価 1,531,220 1,538,437

売上総利益 1,513,824 1,593,921

営業収入 250,640 260,603

営業総利益 1,764,464 1,854,524

販売費及び一般管理費   

運賃 140,697 145,289

役員報酬 49,017 53,848

給料及び手当 581,904 604,883

賞与引当金繰入額 78,375 76,399

退職給付費用 9,475 9,277

地代家賃 126,455 129,131

水道光熱費 83,947 90,072

減価償却費 46,864 43,035

その他 450,241 509,469

販売費及び一般管理費合計 1,566,979 1,661,406

営業利益 197,484 193,118

営業外収益   

受取利息 4,839 5,436

受取配当金 50,678 28,391

受取地代家賃 34,243 32,920

受取保険料 2,254 2,757

受取手数料 11,539 13,118

設備賃貸料 8,035 7,812

その他 5,063 5,634

営業外収益合計 116,655 96,071

営業外費用   

支払利息 2,449 1,832

賃貸費用 32,242 31,057

その他 8,639 5,616

営業外費用合計 43,331 38,506

経常利益 270,808 250,683

特別損失   

固定資産除却損 1,862 335

減損損失 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 6,155 335

税金等調整前四半期純利益 264,653 250,348

法人税、住民税及び事業税 116,230 106,500

法人税等調整額 7,254 12,766

法人税等合計 123,484 119,266

少数株主損益調整前四半期純利益 141,168 131,082

四半期純利益 141,168 131,082
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 141,168 131,082

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,413 △23,015

その他の包括利益合計 △8,413 △23,015

四半期包括利益 132,755 108,066

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 132,755 108,066

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月21日 至 平成24年９月20日） 

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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 千円には、各セグメント間取引消去 千円、各セグメン

トに配分していない全社費用 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。 

  

（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）セグメント情報等

  （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

  （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 
2,886,906 425,824 80,230  3,392,962 －  3,392,962

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

268,127 5,694 27,702  301,523  △301,523 －

計 3,155,033 431,518 107,933  3,694,486  △301,523 3,392,962

セグメント利益 424,538 13,255 46,691  484,485  △233,802 250,683

△233,802 1,119

△235,001
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