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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4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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）

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 ％

25年3月期第2四半期 20,069 6.8 1,229 23.6 1,267 5.8 659 9.0
24年3月期第2四半期 18,790 △6.4 995 △4.7 1,197 17.3 604 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 606百万円 （△20.8％） 24年3月期第2四半期 766百万円 （629.2％）

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 3.67 3.33
24年3月期第2四半期 3.35 3.02

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 28,847 11,324 39.3 37.40
24年3月期 28,320 10,969 38.7 35.03
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  11,324百万円 24年3月期  10,969百万円

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 ― 0.00 ― 1.00 1.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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   

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

通期 41,578 8.5 2,400 30.1 2,380 16.0 920 △15.0 4.98



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、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。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 168,469,955 株 24年3月期 168,469,955 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 467,682 株 24年3月期 467,578 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 168,002,319 株 24年3月期2Q 168,002,622 株



   

   

 ※ 当社は、下記のとおり投資家向けの説明会を開催する予定です。 

    平成24年11月２日（金）・・・・・・機関投資家向け決算説明会  
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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、世界景気の減速等を背景に、厳しい状況にあるものの、東日

本大震災の復興需要による穏やかな回復傾向が見られました。一方で、欧州政府債務危機による世界景気の更なる

下振れリスクが存在しており、先行き不透明な状況が続くと予想されます。 

 当業界におきましても雇用情勢不安、個人所得の低迷から外食の節約意識は依然として高く、取巻く環境は引き

続き厳しい状況となっております。 

 このような環境のなか、当社グループは、第１四半期に引き続き、今期、増収増益のための積極的な出店、業態

変更、改装及び不採算店の閉鎖を行いました。 

  店舗数につきましては、レストラン事業４店舗、居酒屋事業３店舗、その他の事業１店舗の新規出店及びレスト

ラン事業５店舗、居酒屋事業１店舗、その他の事業１店舗の閉鎖を行い、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は

388店舗（直営店367店舗、ＦＣ店21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経営成績につきましては、売上高は200億69百万円（前期比6.8％増）、

営業利益は12億29百万円（同23.6％増）、経常利益は12億67百万円（同5.8％増）となり四半期純利益は６億59百

万円（同9.0％増）となりました。 

 セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 

＜レストラン事業＞ 

 レストラン事業につきましては、新店４店舗（「にぎりの徳兵衛」２店舗、「カルビ大将」１店舗、「ステーキ

宮」１店舗）をオープンし、業態変更を９店舗（「海鮮アトムボーイ」から「にぎりの徳兵衛」へ１店舗、「カル

ビ大将」から「ステーキ宮」へ３店舗、「えちぜん」から「ステーキ宮」へ３店舗、「味のがんこ炎」から「ステ

ーキ宮」へ１店舗、「暖や」から「カルビ大将」へ１店舗）、改装を４店舗（「ステーキ宮」２店舗、「カルビ大

将」２店舗）、不採算店５店舗（「ステーキ宮」１店舗、「味のがんこ炎」１店舗、「がんこ亭」１店舗、「海鮮

アトムボーイ」１店舗、「四天王」１店舗）の閉鎖を行い、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は227店舗とな

りました。 

 以上の結果、レストラン事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、122億３百万円となりました。  

＜居酒屋事業＞ 

 居酒屋事業につきましては、新店３店舗（「寧々家」２店舗、「いろはにほへと」１店舗）をオープンし、業態

変更を４店舗（「暖」から「寧々家」へ４店舗）、改装を１店舗（「暖や」）、不採算店１店舗（「北海道」）の

閉鎖を行い、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は107店舗となりました。 

 以上の結果、居酒屋事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、58億48百万円となりました。 

＜その他の事業＞ 

 その他の事業につきましては、新店１店舗（「時遊館」）をオープンし、業態変更ＦＣ店１店舗（「海鮮アトム

ボーイ」から「にぎりの徳兵衛」）、改装２店舗（「時遊館」１店舗、ＦＣ店「にぎりの徳兵衛」１店舗）及びＦ

Ｃ店１店舗（「廻転アトムボーイ」）の閉鎖を行い、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は54店舗（直営店33店

舗、ＦＣ店21店舗）となりました。 

 以上の結果、その他の事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、20億18百万円となりました。   

   

（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   

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億26百万円増加し、288億47百万円

となりました。これは主に投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が減少したものの、有形固定資産の

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１億72百万円増加し、175億23百万円となりました。これは主に短期借入金が

増加したものの、長期借入金の減少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３億54百万円増加し、113億24百万円となりました。これは主に利益剰余金

の増加によるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は31億29百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ73百万円減少いたしました。 

 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す。 

（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18億97百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益（11億22百万円）及び減価償却費の計上（８億63百万円）によるもの

であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

2012/10/29 11:39:42

- 2 -



（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は14億48百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出（13億22百万円）、敷金及び保証金の差入による支出（１億98百

万円）及び敷金及び保証金の回収による収入（２億25百万円）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）  

 財務活動の結果使用した資金は５億22百万円となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出（17億11百万円）及び短期借入れによる収入（９億35百万円）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25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月27日に発表いたしました通期の連結業績予想の数

値から変更はございません。   

   

（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 

（減価償却方法の変更）   

  当社及び国内関連子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ９百万円増加しております。  

    

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

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,203 3,129

売掛金 375 381

たな卸資産 276 270

その他 1,325 1,617

流動資産合計 5,180 5,398

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,979 9,337

土地 3,886 3,886

その他（純額） 1,973 2,377

有形固定資産合計 14,840 15,601

無形固定資産 178 175

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,046 5,002

その他 3,273 2,813

貸倒引当金 △198 △143

投資その他の資産合計 8,121 7,672

固定資産合計 23,140 23,449

資産合計 28,320 28,847

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,091 2,355

短期借入金 － 935

1年内返済予定の長期借入金 2,981 2,386

未払法人税等 192 192

引当金 268 234

その他 2,993 2,694

流動負債合計 8,526 8,798

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 2,200 2,200

長期借入金 3,529 3,252

引当金 10 6

資産除去債務 620 611

その他 2,464 2,653

固定負債合計 8,824 8,724

負債合計 17,351 17,523
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,973 2,973

資本剰余金 6,016 6,016

利益剰余金 2,210 2,617

自己株式 △187 △187

株主資本合計 11,012 11,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40 △94

繰延ヘッジ損益 △2 △0

その他の包括利益累計額合計 △43 △95

純資産合計 10,969 11,324

負債純資産合計 28,320 28,847
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 18,790 20,069

売上原価 5,956 6,394

売上総利益 12,834 13,675

販売費及び一般管理費 11,838 12,445

営業利益 995 1,229

営業外収益   

不動産賃貸収入 246 242

貸倒引当金戻入額 98 18

その他 156 73

営業外収益合計 501 335

営業外費用   

支払利息 120 118

不動産賃貸原価 166 175

その他 12 3

営業外費用合計 299 297

経常利益 1,197 1,267

特別利益   

固定資産売却益 11 3

受取保険金 11 －

受取補償金 － 48

特別利益合計 23 52

特別損失   

固定資産除却損 114 192

減損損失 72 －

投資有価証券評価損 200 1

店舗閉鎖家賃 136 －

その他 19 3

特別損失合計 543 196

税金等調整前四半期純利益 677 1,122

法人税、住民税及び事業税 72 142

法人税等調整額 0 320

法人税等合計 72 463

少数株主損益調整前四半期純利益 604 659

四半期純利益 604 659
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 604 659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 156 △54

繰延ヘッジ損益 5 2

その他の包括利益合計 161 △52

四半期包括利益 766 606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 766 606

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 677 1,122

減価償却費 745 863

災害損失引当金の増減額（△は減少） △207 －

支払利息 120 118

固定資産除却損 114 192

投資有価証券評価損益（△は益） 200 1

減損損失 72 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △43 5

前払費用の増減額（△は増加） △9 △131

仕入債務の増減額（△は減少） 309 264

未払金の増減額（△は減少） 101 △227

未払消費税等の増減額（△は減少） △14 104

その他 △157 △177

小計 1,909 2,136

利息及び配当金の受取額 9 12

利息の支払額 △108 △106

法人税等の支払額 △123 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,686 1,897

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 △598 △1,322

敷金及び保証金の差入による支出 △99 △198

敷金及び保証金の回収による収入 269 225

その他 45 △153

投資活動によるキャッシュ・フロー △383 △1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 978 935

短期借入金の返済による支出 △200 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △173 △335

長期借入れによる収入 580 840

長期借入金の返済による支出 △1,514 △1,711

配当金の支払額 △84 △250

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △413 △522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 889 △73

現金及び現金同等物の期首残高 2,279 3,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,168 3,129
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 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。    

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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