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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年12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3四半期 4,924 2.1 4,543 1.5 232 4.1 306 △1.6 154 5.3
24年3月期第3四半期 4,823 △0.1 4,476 0.3 223 △7.8 311 △4.0 146 △20.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 141百万円 （10.1％） 24年3月期第3四半期 128百万円 （―％）

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3四半期 10.44 ―
24年3月期第3四半期 9.55 ―

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3四半期 4,041 2,704 66.9 184.66
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3四半期 2,704百万円 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3Q 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3Q 1,393,919 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3Q 14,787,554 株 24年3月期3Q 15,350,097 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、長期化する円高の懸念や株価の低迷など不透明な状況が続い

ておりましたが、12月の政権交代による経済政策への期待感から、為替相場は円安方向に、株式市況は上昇の傾向

へと、変化の兆しが見られるようになりました。 

一方、外食産業におきましては、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３四半期連結会計期間末の当社グループの店舗数は、国内154店舗、海外107店舗、合計261店舗（前期末比

７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143店舗、和食店舗11店舗、海外店舗107店舗で

あります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は45億43百万円（前年同期比1.5％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49億24百万円（前年同期比2.1％増）となりました。営業利益は２億32百万円

（前年同期比4.1％増）、経常利益は受取配当金が減少したことにより３億６百万円（前年同期比1.6％減）、四半

期純利益は１億54百万円（前年同期比5.3％増）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９～12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、好評を得ました。店舗展開の状況につきましては、加盟店１店舗の出店ならびに加盟店１店舗の移転、加

盟店から直営店への転換１店舗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３

四半期連結会計期間末の店舗数は143店舗（内加盟店舗数121店舗、直営店舗数22店舗、前期末比同数）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３四半

期連結会計期間末の店舗数は11店舗（前期末比同数）であります。 

  

この結果、当第３四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42億13百万円（前

年同期比1.4％増）、経常利益はらーめん直営店１店舗の大規模改装および和食直営店１店舗の業態転換に伴う一

時的費用31百万円を計上したことにより５億71百万円（前年同期比2.0％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、より激しさを増す販売競争の中で、当第３四半期連結累計期間の売上高は５億88百万円（前年同期

比1.1％減）、経常利益は21百万円（前年同期比15.6％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。当第３四半期連結会計期間末の店舗数は107店舗（内タイ王国99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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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この結果、当第３四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１億22百万円（前年同期比63.7％増）、経常利益は69百万円（前年同期比

128.6％増）となりました。 

なお、タイ王国で前年同期の10月に発生した記録的洪水により、タイ王国内全店舗の休業を余儀なくされまし

たが、前年同期の１月から順次営業を再開し、４月には全店の営業が再開しております。このことが、海外事業

における前年同期比に影響を与えております。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四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２億 百万円減少して40億 百

万円（前連結会計年度比 ％減）となりました。これは主に売掛金が64百万円増加したものの、現金及び預金が

２億55百万円減少したことによるものであります。  

（負債） 

当第３四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 百万円減少して13億 百万円

（前連結会計年度比 ％減）となりました。これは主に賞与引当金が45百万円減少したことによるものでありま

す。  

（純資産） 

当第３四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 百万円減少して27億４

百万円（前連結会計年度比 ％減）となりました。これは主に利益剰余金が94百万円増加したものの、自己株式

が２億35百万円増加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。 

  

20 41

5.2

66 36

4.7

53

5.4

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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 486,052 230,749

売掛金 351,652 416,061

商品及び製品 63,205 76,397

原材料及び貯蔵品 21,053 24,842

繰延税金資産 66,808 39,881

その他 98,310 107,324

流動資産合計 1,087,082 895,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 718,498 687,149

機械装置及び運搬具（純額） 92,044 92,855

工具、器具及び備品（純額） 65,107 57,247

土地 1,079,594 1,079,594

有形固定資産合計 1,955,245 1,916,846

無形固定資産 26,182 18,828

投資その他の資産   

投資有価証券 308,104 294,940

長期貸付金 81,360 141,058

関係会社出資金 73,047 79,680

差入保証金 339,062 336,696

保険積立金 248,537 230,008

繰延税金資産 95,003 80,263

その他 71,300 70,244

貸倒引当金 △23,626 △22,590

投資その他の資産合計 1,192,788 1,210,303

固定資産合計 3,174,216 3,145,979

資産合計 4,261,299 4,041,236
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,927 238,034

短期借入金 121,761 149,992

未払法人税等 76,220 35,944

賞与引当金 88,427 43,105

未払費用 246,644 256,724

その他 74,490 95,818

流動負債合計 810,470 819,619

固定負債   

長期借入金 131,690 86,696

長期未払金 255,957 234,064

長期預り保証金 204,451 196,081

固定負債合計 592,098 516,841

負債合計 1,402,569 1,336,461

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 429,608 524,033

自己株式 △226,772 △461,988

株主資本合計 2,872,941 2,732,150

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 △27,375

その他の包括利益累計額合計 △14,212 △27,375

純資産合計 2,858,729 2,704,774

負債純資産合計 4,261,299 4,041,236
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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３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

売上高 4,476,633 4,543,894

売上原価 2,238,445 2,223,288

売上総利益 2,238,188 2,320,606

営業収入 346,496 380,499

営業総利益 2,584,685 2,701,105

販売費及び一般管理費   

運賃 209,411 208,844

役員報酬 73,959 82,207

給料及び手当 950,306 974,463

賞与引当金繰入額 40,881 37,119

退職給付費用 14,336 13,791

地代家賃 190,987 194,408

水道光熱費 126,434 137,694

減価償却費 70,831 66,063

その他 684,301 754,078

販売費及び一般管理費合計 2,361,449 2,468,670

営業利益 223,235 232,435

営業外収益   

受取利息 7,007 7,831

受取配当金 50,678 28,391

受取地代家賃 50,923 48,674

受取保険料 2,414 3,804

受取手数料 15,826 15,810

設備賃貸料 11,963 11,696

その他 8,190 9,807

営業外収益合計 147,005 126,017

営業外費用   

支払利息 3,349 2,552

賃貸費用 48,122 45,880

その他 7,705 3,913

営業外費用合計 59,177 52,346

経常利益 311,063 306,106

特別損失   

固定資産除却損 1,899 524

減損損失 1,247 －

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 6,682 524

税金等調整前四半期純利益 304,381 305,582

法人税、住民税及び事業税 116,600 109,500

法人税等調整額 41,132 41,666

法人税等合計 157,732 151,166

少数株主損益調整前四半期純利益 146,649 154,416

四半期純利益 146,649 154,416
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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３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 146,649 154,416

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,357 △13,163

その他の包括利益合計 △18,357 △13,163

四半期包括利益 128,291 141,253

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,291 141,253

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３四半期連結累計期間（自 平成23年３月21日 至 平成23年12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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成 年３月21日 至 平成 年12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 
4,153,821 594,786 74,523 4,823,130  － 4,823,130

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

321,488 10,343 45,665 377,497  △377,497 －

計 4,475,310 605,129 120,188 5,200,627  △377,497 4,823,130

セグメント利益 583,300 25,953 30,602 639,856  △328,792 311,063

△328,792 2,073

△330,866

24 24

  （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 
4,213,941 588,449 122,002 4,924,394  － 4,924,394

セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

346,643 9,939 41,908 398,491  △398,491 －

計 4,560,585 598,389 163,910 5,322,886  △398,491 4,924,394

セグメント利益 571,420 21,915 69,947 663,283  △357,177 306,106

△357,177 1,804

△358,981
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