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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第3四半期 16,917 8.8 1,357 63.7 1,267 73.8 595 ―
23年12月期第3四半期 15,554 3.9 829 △5.4 729 △1.3 △209 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 581百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △229百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 12,993.72 12,008.40
23年12月期第3四半期 △4,588.40 ―

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12月期第3四半期 14,472 3,299 22.6 71,430.23
23年12月期 12,739 2,784 21.8 60,689.21
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  3,275百万円 23年12月期  2,771百万円

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  ：  有  
配当予想の修正については、本日（平成24年11月12日）公表いたしました「平成24年12月期末配当予想の修正および株主優待内容の変更に関するお知らせ」
をご参照ください。 

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12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 4,000.00 4,000.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 22,600 7.5 1,800 42.0 1,700 57.6 700 166.7 15,284.84



(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  ：  有  

(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報告書の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、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績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。 
 なお、上記業績予想に関する事項につきましては【添付資料】Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご査収下さい。 

※  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   ：  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12月期3Q 45,857 株 23年12月期 45,664 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 45,797 株 23年12月期3Q 45,556 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種景気対策や東日本大震災からの復興需要などを背景に、少

しずつではありますが緩やかな回復の兆しが見られました。しかし、東アジアにおける近隣諸国との摩擦に端を発し

た日本企業の業績への懸念など、先行きの不透明感がより一層増加しております。また、世界経済におきましても、

欧州債務問題に端を発した世界的な景気の下振れがより顕著となり、新興国経済においても成長率の鈍化が確認され

ております。 

 外食産業におきましては、消費者の外食支出は持ち直しの動きがあるものの、食料支出における中食への需要及び

支出割合の拡大、低価格・節約志向、生活防衛意識の高止まりに加え、消費税の増税法案の成立などにより、消費マ

インドへの悪影響が懸念される状況であります。 

このような状況の中、当社グループは、「大衆というカテゴリで日本一の外食企業となる」という基本方針のもと、

当第３四半期連結累計期間における既存店売上高につきましては全業態で10ヵ月連続で増加、まいどおおきに食堂に

おきましては、24ヵ月連続で増加と好調に推移しております。更に、前連結会計年度における直営店舗25ヶ店の新規

出店、当四半期連結累計期間における18ヶ店の新規出店による増収効果により、売上高は大幅に増加いたしました。

 営業利益及び経常利益におきましても、既存店事業の品質・サービスの向上、販売促進活動の強化、コストの見直

し、既存店舗の改装、不採算店舗の撤退などを推進したこと及び上記の新規出店による増収により大幅に増加いたし

ました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高169億17百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益13億57

百万円（前年同期比63.7％増）、経常利益12億67百万円（前年同期比73.8％増）と増収増益となりました。 

 一方、減損損失等の特別損失２億26百万円を計上したため、四半期純利益は５億95百万円（前年同期は四半期純損

失２億９百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりです。 

  

＜直営事業＞  

 直営事業につきましては、国内外において、「まいどおおきに食堂」、「神楽食堂 串家物語」、「手作り居酒屋

かっぽうぎ」、「浪花麺乃庄 つるまる饂飩」等の事業展開を行っております。 

  

 当社グループにおける新規出店の状況に関しましては、当第３四半期連結累計期間中に「神楽食堂 串家物語」７

店舗、「手作り居酒屋 かっぽうぎ」３店舗、「浪花麺乃庄 つるまる饂飩」３店舗、その他のブランドとして、健

康を食べて頂くというコンセプトの「さち福や」等５店舗、計18店舗を出店し、これにより当社グループ直営店舗数

は301店舗となりました。 

 以上の結果、直営事業の売上高は157億71百万円（前年同期比9.6％増）、セグメント利益は18億15百万円（前年同

期比47.5％増）となりました。 

  

＜ＦＣ事業＞ 

ＦＣ事業につきましては、当社トレーナーが各加盟店に臨店して行う調理指導の他、店長会議、トレーナー会議

等を通じて直営店における成功事例の共有を進めることにより店舗の収益力強化に努めております。中でも「まいど

おおきに食堂」につきましては、弊社代表が全国の加盟店店舗を臨店し、直接指導及びオーナー様とのコミュニケー

ションを図り、店長様への直接指導を直営店と同様に実施し、更なる集客力向上・売上向上を図っております。 

今後も加盟企業様との親密なコミュニケーションを図りながら問題点の洗い出し・解消を図り、継続的な収益力

の向上を目指してまいります。 

以上の結果、ＦＣ事業の売上高は11億45百万円（前年同期比1.5％減）、セグメント利益は７億52百万円（前年同

期比7.7％増）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 なお当社グループの平成24年９月末時点の店舗数は647店舗（直営店（国内）295店舗、直営店（海外）６店舗、Ｆ

Ｃ店346店舗）となりました。ブランド別の店舗数は以下のとおりです。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は17億33百万円増加し、

144億72百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から11億56百万円増加し、固定資産は５億67百万円増加

しております。流動資産が増加した主な理由は、社債の発行に伴う現金及び預金の増加13億13百万円によるものであ

ります。固定資産が増加した主な理由は新規出店に伴う有形固定資産の増加３億89百万円によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末と比較して12億17百万円増加し、111億73百万円となりました。これは主

に社債の発行による増加額13億29百万円に対して借入金の減少額が２億97百万円あったことによるものであります。

 純資産につきましては、四半期純利益の計上及び配当金の支払い等により、32億99百万円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年12月期通期連結業績予想につきましては、平成24年８月13日に公表いたしました予想に変更はありませ

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 

 税金費用の計算については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によって

おります。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 第１四半期連結会計期間より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月

30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプシ

ョンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額

のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間においては、これらの会計基準等の改正に伴う影響はありません。  

  

（４）追加情報 

 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。 

  

  直営店(国内) 直営店(海外) ＦＣ店 合計 

まいどおおきに食堂  125  4  312  441

神楽食堂 串家物語  48  －  12  60

手作り居酒屋 かっぽうぎ  31  －  18  49

浪花麺乃庄 つるまる  41  －  4  45

その他  50  2  －  52

合計  295  6  346  647

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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,815,472 4,128,761

売掛金 331,597 282,994

たな卸資産 87,709 76,020

繰延税金資産 115,891 115,891

その他 939,316 833,820

貸倒引当金 △78,459 △68,999

流動資産合計 4,211,528 5,368,488

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,740,769 6,967,707

減価償却累計額 △2,951,401 △3,036,431

減損損失累計額 △333,409 △233,403

建物及び構築物（純額） 3,455,957 3,697,873

工具、器具及び備品 2,210,604 2,381,544

減価償却累計額 △1,691,137 △1,786,600

減損損失累計額 △36,845 △21,996

工具、器具及び備品（純額） 482,620 572,947

土地 98,139 111,221

建設仮勘定 30,659 68,010

その他 222,161 257,970

減価償却累計額 △76,926 △105,863

その他（純額） 145,234 152,106

有形固定資産合計 4,212,613 4,602,158

無形固定資産 24,279 36,776

投資その他の資産   

投資有価証券 233,217 201,673

繰延税金資産 468,159 475,931

敷金及び保証金 3,134,459 3,138,123

その他 490,218 644,546

貸倒引当金 △76,558 △45,775

投資その他の資産合計 4,249,496 4,414,498

固定資産合計 8,486,389 9,053,433

繰延資産 41,564 51,068

資産合計 12,739,482 14,472,990
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 859,932 858,104

1年内返済予定の長期借入金 1,668,126 1,392,728

未払金 748,349 849,905

未払法人税等 178,310 354,130

賞与引当金 47,868 27,676

訴訟損失引当金 31,000 －

資産除去債務 22,861 11,504

その他 1,374,940 1,451,216

流動負債合計 4,931,388 4,945,265

固定負債   

社債 1,650,000 2,979,999

長期借入金 2,021,688 1,999,249

リース債務 129,581 130,899

資産除去債務 562,245 585,185

その他 660,445 532,420

固定負債合計 5,023,961 6,227,754

負債合計 9,955,350 11,173,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,185,892 1,196,542

資本剰余金 1,065,638 1,076,288

利益剰余金 580,190 1,083,936

株主資本合計 2,831,720 3,356,767

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △27,674 △46,610

為替換算調整勘定 △32,734 △34,580

その他の包括利益累計額合計 △60,408 △81,191

新株予約権 2,846 7,039

少数株主持分 9,973 17,355

純資産合計 2,784,132 3,299,970

負債純資産合計 12,739,482 14,472,990
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 15,554,252 16,917,700

売上原価 5,223,359 5,571,319

売上総利益 10,330,892 11,346,380

販売費及び一般管理費 9,501,454 9,988,600

営業利益 829,437 1,357,780

営業外収益   

受取利息 1,314 4,663

受取家賃 89,945 85,371

持分法による投資利益 － 330

その他 22,240 21,456

営業外収益合計 113,500 111,822

営業外費用   

支払利息 73,415 57,178

社債利息 24,121 24,923

賃貸収入原価 84,261 86,239

持分法による投資損失 10,534 －

その他 21,307 33,832

営業外費用合計 213,640 202,173

経常利益 729,297 1,267,428

特別利益   

受取和解金 7,500 47,087

債務免除益 18,875 －

受取保険金 12,174 5,675

固定資産売却益 9,221 －

その他 － 221

特別利益合計 47,771 52,984

特別損失   

店舗解約損 73,090 78,406

固定資産除却損 50,156 66,778

減損損失 215,766 64,316

災害による損失 16,020 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 251,844 －

固定資産売却損 － 14,407

その他 32,311 2,928

特別損失合計 639,189 226,837

税金等調整前四半期純利益 137,879 1,093,575

法人税等 343,854 490,876

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△205,975 602,699

少数株主利益 3,056 7,625

四半期純利益又は四半期純損失（△） △209,031 595,073
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△205,975 602,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,336 △18,936

為替換算調整勘定 △1,152 △1,864

持分法適用会社に対する持分相当額 △35,449 △225

その他の包括利益合計 △23,265 △21,026

四半期包括利益 △229,240 581,673

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △232,297 574,291

少数株主に係る四半期包括利益 3,056 7,381
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 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△1,100,063千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用でありま

す。全社費用の主なものは、提出会社の管理部門等の経費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 「直営事業」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間に営業活動から生ずる損益が著しく低下した

店舗等について、当該店舗の資産グループの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。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては

215,766千円であります。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年９月30日） 

１．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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△1,210,474千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用でありま

す。全社費用の主なものは、提出会社の管理部門等の経費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 「直営事業」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間に営業活動から生ずる損益が著しく低下した

店舗等について、当該店舗の資産グループの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。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては

64,316千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注２） 直営事業 ＦＣ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  14,390,556  1,163,696  15,554,252  －  15,554,252

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  14,390,556  1,163,696  15,554,252  －  15,554,252

セグメント利益  1,230,797  698,704  1,929,501  △1,100,063  829,437

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注２） 直営事業 ＦＣ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  15,771,970  1,145,729  16,917,700  －  16,917,700

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  15,771,970  1,145,729  16,917,700  －  16,917,700

セグメント利益  1,815,837  752,417  2,568,254  △1,210,474  1,357,780
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 （事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更）  

 前連結会計年度において、セグメントの事業をより適正に評価管理するため、セグメント利益の算定に用い

る全社費用の配賦方法を見直しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報は、変更

後の方法により作成したものを記載しております。  

     

 該当事項はありません。   

   

    該当事項はありません。  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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