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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8月31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 ％

26年2月期第2四半期 18,140 5.1 590 49.0 536 62.4 315 108.6
25年2月期第2四半期 17,253 △0.4 396 △32.0 330 △36.8 151 ―

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 313百万円 （111.5％） 25年2月期第2四半期 148百万円 （―％）

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

26年2月期第2四半期 14.29 ―
25年2月期第2四半期 6.85 ―

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

26年2月期第2四半期 24,462 10,527 43.0 476.92
25年2月期 24,513 10,310 42.0 467.44
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  10,519百万円 25年2月期  10,310百万円

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

25年2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年2月期 ― 5.00
26年2月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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 36,500 4.1 1,700 25.6 1,600 29.7 800 26.5 36.27



(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ますが、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続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 
(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】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)本資料のサマリー情報、【添付資料】3ページ「連結経営成績に関する定性的情報」及び10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。 

※  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） 26年2月期2Q 22,067,972 株 25年2月期 22,067,972 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 10,684 株 25年2月期 10,104 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 22,057,609 株 25年2月期2Q 22,058,028 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、政府の新たな経済政策や金融政策等への期待感により全体としては

回復傾向にあり、先行きは明るさが増しております。 

外食産業におきましては、消費マインドに改善が見られる一方で、原材料価格の上昇や競合他社はもとより業種を越え

た厳しい競争状態は依然として続いております。  

このような環境下、当社グループは「全員参加で企業体質を改革しよう」のスローガンのもと、強固な企業体質づくり

に取り組んでまいりました。 

店舗の出店及び閉店につきましては、当第２四半期連結累計期間中に「長崎ちゃんぽんリンガーハット」を14店舖出店

し、９店舗閉店いたしました。「とんかつ浜勝」は１店舗出店し、１店舗閉店いたしました。結果、当第２四半期連結会

計期間末の店舗数は当社グループ合計で前連結会計年度末より５店舗増加し、国内629店舗、海外８店舗の計637店舗とな

りました。（内直営476店舗、ＦＣ161店舗） 

店舗売上高につきましては、リンガーハット、浜勝ともに低価格戦略商品の投入により、当第２四半期連結累計期間の

既存店客数前年比は108.8％と好調に推移いたしました。一方で客単価前年比は93.6％に低下し、既存店売上高前年比は

101.9％となりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（同

％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、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」では、500円の海鮮とくちゃんぽんや390円の夏とく冷やし麺等の低価格戦略商品を

充実させるとともに店舗立地タイプ別に様々な営業施策を講じ、５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・躾）の徹底に取り組

み、客数増加を図ってまいりました。 

このような施策や３月度のＴＶ放映効果により、当第２四半期連結累計期間の既存店客数前年比は108.4％となりまし

たが、客単価前年比が93.0％に低下したことにより、既存店売上高前年比は100.8％となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円

（同 ％増）となりました。  

  

（とんかつ事業）  

「とんかつ浜勝（はまかつ）」では、690円からの新ランチメニューや990円シリーズと銘打ったお手頃な価格のとんか

つメニューを投入するとともに、ランチメニューを17時までご提供する等、客数の増加を図ってまいりました。また、フ

レッシュ野菜を使った生ドレッシングを自社開発し、麦ごはんに発芽大麦と黒米を追加する等、お客さまの健康志向にも

積極的に応えてまいりました。 

このような施策が奏功し、当第２四半期連結累計期間の既存店の対前年比は売上高105.2％、客数110.8％、客単価

95.0％となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益 百万円

（同 ％増）となりました。 

  

（和食事業）  

 和食事業の「長崎卓袱浜勝（ながさきしっぽくはまかつ）」につきましては、長崎の郷土料理である卓袱料理を観光客

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ように上質なおもてなしとともにお手ごろな価格で提供し

ております。当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業損失３百万円（前年同

期は営業損失８百万円）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の「リンガーハット開発株式会社」につきましては、当社グループ店舗の設備メンテナンスや機

器保全が主な事業であり、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益

百万円（同 ％減）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

18,140 5.1 590

49.0 536 62.4 315 108.6

13,523 6.1 296

48.5

4,405 4.1 223

110.7

95 1.7

783 26.0 72

26.8
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

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の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金の減少によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に短期借入金の減少による

ものであります。 

 純資産は利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 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、前第２四半期連結累計期間に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益の増加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、前第２四半期連結累計期間に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。これは

主に、直営の新規出店の減少により設備投資を抑制し、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものであり

ます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。こ

れは主に、短期借入金の減少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26年２月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成25年4月12日に発表した平成26年２月期業績予想

及び配当予想に関するお知らせ）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 

  税金費用については、当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しております。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

50 24,462

266 13,935

216 10,527

441 867

279 962

658 534

1,233 △873

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,309,704 867,998

売掛金 402,151 521,126

商品及び製品 44,136 49,942

仕掛品 12,242 8,057

原材料及び貯蔵品 299,698 286,855

前払費用 420,543 329,050

未収入金 413,700 717,368

繰延税金資産 80,113 88,216

その他 98,322 136,948

流動資産合計 3,080,614 3,005,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,997,022 7,918,320

機械装置及び運搬具（純額） 811,941 810,979

土地 6,001,327 6,001,327

リース資産（純額） 298,079 272,440

建設仮勘定 16,101 155,691

その他（純額） 534,293 557,053

有形固定資産合計 15,658,765 15,715,813

無形固定資産 193,946 229,146

投資その他の資産   

投資有価証券 621,936 695,681

差入保証金 1,017,043 1,027,271

建設協力金 310,908 268,036

敷金 2,537,121 2,505,425

繰延税金資産 699,426 693,874

その他 415,869 344,425

貸倒引当金 △22,605 △22,605

投資その他の資産合計 5,579,701 5,512,110

固定資産合計 21,432,413 21,457,070

資産合計 24,513,027 24,462,635
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 630,129 868,518

短期借入金 2,494,000 1,512,000

1年内返済予定の長期借入金 1,473,696 1,844,828

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 460,727 554,053

未払費用 761,092 929,256

リース債務 82,917 86,171

未払法人税等 321,111 229,859

未払消費税等 138,543 144,707

繰延税金負債 1,608 －

株主優待引当金 65,739 68,371

店舗閉鎖損失引当金 52,858 11,162

資産除去債務 22,949 4,669

その他 250,227 297,454

流動負債合計 6,975,599 6,771,053

固定負債   

社債 480,000 370,000

長期借入金 3,765,738 3,766,978

長期未払金 420,978 420,619

リース債務 255,511 261,481

繰延税金負債 11,186 11,186

退職給付引当金 938,459 950,447

長期預り保証金 336,989 346,857

資産除去債務 992,907 1,019,804

その他 24,840 17,156

固定負債合計 7,226,612 7,164,530

負債合計 14,202,211 13,935,584

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 694,955 899,910

自己株式 △11,162 △11,968

株主資本合計 10,177,272 10,381,421

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 125,672 128,814

為替換算調整勘定 7,870 9,444

その他の包括利益累計額合計 133,543 138,259

少数株主持分 － 7,370

純資産合計 10,310,816 10,527,050

負債純資産合計 24,513,027 24,462,635
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 16,525,229 17,475,643

売上原価 5,631,368 5,807,155

売上総利益 10,893,860 11,668,487

その他の営業収入 728,101 665,270

営業総利益 11,621,962 12,333,758

販売費及び一般管理費 11,225,441 11,742,896

営業利益 396,520 590,861

営業外収益   

受取利息 4,509 3,349

受取配当金 4,637 5,253

保険解約返戻金 － 6,511

店舗閉鎖損失引当金戻入額 807 6,731

その他 11,836 6,280

営業外収益合計 21,791 28,126

営業外費用   

支払利息 62,914 56,315

社債発行費 2,817 －

持分法による投資損失 6,203 8,615

その他 16,135 17,757

営業外費用合計 88,070 82,688

経常利益 330,241 536,299

特別利益   

収用補償金 121,502 －

段階取得に係る差益 － 6,554

負ののれん発生益 － 891

特別利益合計 121,502 7,446

特別損失   

投資有価証券評価損 45,714 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,528 －

減損損失 11,121 －

固定資産除却損 82,480 16,421

本社移転費用 24,071 －

その他 984 1,369

特別損失合計 166,900 17,790

税金等調整前四半期純利益 284,843 525,955

法人税等 133,690 216,029

少数株主損益調整前四半期純利益 151,153 309,925

少数株主損失（△） － △5,318

四半期純利益 151,153 315,244
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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24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 151,153 309,925

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △80 3,141

為替換算調整勘定 － 2,700

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,884 △2,419

その他の包括利益合計 △2,965 3,422

四半期包括利益 148,187 313,348

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 148,187 319,960

少数株主に係る四半期包括利益 － △6,611

㈱リンガーハット（8200）　平成２６年２月期　第２四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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 284,843 525,955

減価償却費 599,453 617,988

減損損失 11,121 －

株主優待引当金の増減額（△は減少） 5,112 2,632

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,039 11,981

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △31,192 △41,695

受取利息及び受取配当金 △9,146 △8,602

支払利息 62,914 56,315

投資有価証券評価損益（△は益） 45,714 －

持分法による投資損益（△は益） 6,203 8,615

有形固定資産除却損 82,480 16,421

売上債権の増減額（△は増加） △96,243 △118,874

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,348 16,747

仕入債務の増減額（△は減少） 191,801 235,226

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,965 6,164

その他の流動資産の増減額（△は増加） △205,386 △270,953

その他の流動負債の増減額（△は減少） 229,331 179,800

長期未払金の増減額（△は減少） △1,912 △359

預り保証金の増減額（△は減少） 4,800 9,867

その他 △165,211 32,733

小計 971,406 1,279,965

利息及び配当金の受取額 5,766 5,845

利息の支払額 △62,603 △54,559

法人税等の支払額 △232,214 △268,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 682,355 962,280

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,364,546 △511,196

有形固定資産の売却による収入 225,221 34,009

投資有価証券の取得による支出 △638 △635

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △24,986

関係会社株式の取得による支出 － △92,977

建設協力金等の支払による支出 △207,844 △28,629

建設協力金等の回収による収入 171,688 129,963

その他 △26,426 △39,566

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,192,546 △534,018
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31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） △142,000 △982,000

長期借入れによる収入 1,430,000 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △862,273 △777,628

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △123,000 △110,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △33,429 △42,828

自己株式の取得による支出 △168 △806

配当金の支払額 △108,802 △110,277

財務活動によるキャッシュ・フロー 360,326 △873,540

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,352 3,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,216 △441,706

現金及び現金同等物の期首残高 1,071,636 1,309,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 919,419 867,998
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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24年３月１日 至 平成24年８月31日） 

  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．セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント間の取引消去であります。   

 ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  ３．売上高にはその他の営業収入を含めております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年８月31日） 

  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．セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント間の取引消去であります。   

 ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  ３．売上高にはその他の営業収入を含めております。 

  

（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

（６）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
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 （注）３               

外部顧客への売上高  12,663,104    4,208,342    94,330    287,552  17,253,330    －  17,253,330

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 80,707    24,374    －    771,072    876,154    △876,154    －

計  12,743,812    4,232,717    94,330    1,058,624  18,129,485    △876,154  17,253,330

セグメント利益又は損

失（△） 
   199,342    106,064    △8,084    98,713    396,035    484    396,520

  

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
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 （注）３               

外部顧客への売上高  13,523,563    4,405,599    95,933    115,817  18,140,914    －  18,140,914

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －    －    －    667,224    667,224    △667,224    －

計  13,523,563    4,405,599    95,933    783,042  18,808,139    △667,224  18,140,914

セグメント利益又は損

失（△） 
   296,069    223,516    △3,036    72,243    588,792    2,069    590,861

㈱リンガーハット（8200）　平成２６年２月期　第２四半期決算短信

10



   

   

  

 (1)フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高  

  

５．その他情報

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26年 

２月期 

第2四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
11,634  3,762 15,396 4,037 751 4,789 95  146 182 20,609

店舗数 

（店） 
389  143 532 86 18 104 1 － － 637

平成25年 

２月期 

第2四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
10,985  3,312 14,298 3,829 719 4,549 93  119 368 19,429

店舗数 

（店） 
380  132 512 86 18 104 1 － － 617

対前年比

率 

売上高 ％105.9 ％113.6 ％107.7 ％105.4 ％104.4 ％105.3 ％101.5 ％122.3 ％49.4 ％106.1

店舗数 ％102.4 ％108.3 ％103.9 ％100.0 ％100.0 ％100.0 ％100.0 － － ％103.2

（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ができるように、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。 
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