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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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2四半期 28,639 △2.1 1,453 △7.6 1,434 △7.2 779 ―
23年12月期第2四半期 29,255 △0.2 1,573 40.5 1,546 43.4 △221 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 777百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △220百万円 （―％）

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2四半期 26.52 ―
23年12月期第2四半期 △7.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 26,022 12,527 48.1
23年12月期 27,320 12,043 44.1
（参考） 自己資本  24年12月期第2四半期  12,527百万円 23年12月期  12,043百万円

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

23年12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年12月期 ― 10.00
24年12月期（予想） ― 10.00 20.00

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 59,120 △1.6 3,640 5.3 3,600 5.3 1,780 185.7 60.53



(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、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 
・業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日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。 
 
（金額表示単位の変更について） 
当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来千円単位で記載しておりましたが、前連結会計年度から百万円単位で記
載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前第２四半期連結累計期間についても百万円単位に組み替え表示しております。 

※  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） 24年12月期2Q 31,931,900 株 23年12月期 31,931,900 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 2,522,990 株 23年12月期 2,522,944 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 29,408,910 株 23年12月期2Q 29,409,135 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、「欧州債務問題」等による海外経済の不確実性や

円高の影響はあるものの、復興関連需要などから国内需要が堅調に推移する中で、緩やかに持ち直しつ

つある状況で推移いたしました。 

当外食業界においては、雇用環境が改善傾向にあるものの、所得の伸び悩みに加えて、消費税の増税

等を巡る国内政治の動向もあり、消費者の生活防衛意識の一層の高まりから、引き続き厳しい経営環境

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「一番安価で、一番身近な食堂」を目標に掲げ、当社のビジ

ネスモデルの根幹である「お値打ち感を主とした商品の提供」と「お客様視点に立ったサービスの実

践」に取り組み続けてまいりました。  

商品施策では、「商品開発プロセスの強化」による商品力及び提供品質の向上を軸に、お客様の消費

動向を捉えながら多様化する消費者ニーズに対応した商品開発施策を推進してまいりました。  

あわせて、原価コントロールの観点から昨年に引き続いて「自社工場製品比率の向上」や「食材の絞

込み」を図ってまいりました。  

営業施策では、近年継続的に取り組んでいる「自立した強い店長の育成」の一環から「店舗オペレー

ション・サービスレベルの向上」のための従業員教育に力を入れるとともに、店舗内外の環境整備のた

めに既存店舗の改修に取り組んでまいりました。  

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は286億３千９百万円（前年同四半期比2.1％

減）、営業利益は14億５千３百万円（前年同四半期比7.6％減）、経常利益は14億３千４百万円（前年

同四半期比7.2％減）、四半期純利益は７億７千９百万円（前年同四半期は２億２千１百万円の四半期

純損失）となりました。  

なお、当第２四半期連結会計期間末における店舗数は、当第２四半期連結累計期間において直営１店

舗及びＦＣ１店舗の出店、直営１店舗の退店により708店舗（直営655店舗、ＦＣ53店舗）となりまし

た。  

また、当社は保険代理店業務等を行う特例子会社を所有しておりますが、連結業績に占める割合が極

めて軽微なため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ⅰ) 資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は260億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億９

千７百万円の減少となりました。 

これは主に有価証券の減少、減価償却費による有形固定資産の減少、原材料及び貯蔵品の減少による

ものであります。 

  

ⅱ) 負債の部 

当第２四半期連結会計期間末の負債は134億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億８千

万円の減少となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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これは主にその他（未払費用）の増加、長期借入金の減少、その他（未払金）の減少、買掛金の減

少、１年内償還予定の社債の減少、未払法人税等の減少によるものであります。 

  

ⅲ) 純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は125億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億８

千３百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

  

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。）は31億９千万円

（前連結会計年度末比12.2%増）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりでありま

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11億１千万円（前年同四半期比10.6%増）となりました。収入の主な

内訳は、税金等調整前四半期純利益14億３千４百万円、減価償却費５億６千４百万円であり、支出の主

な内訳は、法人税等の支払額７億４千９百万円であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は５億３千７百万円（前年同四半期は４億４千５百万円の使用）となり

ました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入８億円であり、支出の主な内訳は、有形及び無

形固定資産の取得による支出２億９千３百万円であります。 

  

（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13億円（前年同四半期比17.1%増）となりました。主な内訳は、長期

借入金の返済による支出５億９千２百万円、社債の償還による支出４億１千５百万円、配当金の支払額

２億９千３百万円であります。 

  

平成24年12月期の連結業績予想につきましては、平成24年２月10日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

（３）キャッシュ・フローの状況

（４）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用) 

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から、「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(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,993 3,190

売掛金 148 121

有価証券 650 －

商品及び製品 311 307

原材料及び貯蔵品 989 670

その他 872 904

貸倒引当金 △4 △14

流動資産合計 5,961 5,180

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,595 7,242

機械装置及び運搬具（純額） 336 317

工具、器具及び備品（純額） 501 432

土地 8,078 8,078

その他（純額） 6 27

有形固定資産合計 16,518 16,098

無形固定資産 78 71

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,225 3,223

その他 1,535 1,449

投資その他の資産合計 4,761 4,672

固定資産合計 21,358 20,842

資産合計 27,320 26,022

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,095 1,600

1年内返済予定の長期借入金 1,584 1,731

1年内償還予定の社債 530 180

未払法人税等 805 638

賞与引当金 106 108

その他 3,530 3,392

流動負債合計 8,653 7,651

固定負債   

社債 65 －

長期借入金 4,700 3,960

退職給付引当金 499 515

役員退職慰労引当金 31 38

資産除去債務 1,260 1,272

その他 65 56

固定負債合計 6,623 5,843

負債合計 15,276 13,495
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596 1,596

資本剰余金 2,390 2,390

利益剰余金 11,826 12,312

自己株式 △3,771 △3,771

株主資本合計 12,042 12,528

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △1

その他の包括利益累計額合計 0 △1

純資産合計 12,043 12,527

負債純資産合計 27,320 26,022
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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】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年６月30日) 

売上高 29,255 28,639

売上原価 10,181 9,808

売上総利益 19,074 18,831

販売費及び一般管理費 17,500 17,377

営業利益 1,573 1,453

営業外収益   

受取利息 4 3

不動産賃貸収入 25 27

その他 18 22

営業外収益合計 47 54

営業外費用   

支払利息 40 29

不動産賃貸原価 29 25

貸倒引当金繰入額 － 10

その他 4 7

営業外費用合計 74 73

経常利益 1,546 1,434

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

役員退職慰労引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産除却損 3 －

災害による損失 176 －

賃貸借契約解約損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 805 －

特別損失合計 985 －

税金等調整前四半期純利益 565 1,434

法人税、住民税及び事業税 496 583

法人税等調整額 290 70

法人税等合計 787 654

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（△）

△221 779

四半期純利益又は四半期純損失（△） △221 779
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   【四半期連結包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年６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（△）

△221 779

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 △2

その他の包括利益合計 1 △2

四半期包括利益 △220 777

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △220 777

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１月１日 
  至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
  至 平成24年６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 565 1,434

減価償却費 599 564

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 805 －

受取利息及び受取配当金 △4 △3

支払利息 40 29

たな卸資産の増減額（△は増加） 330 323

前払費用の増減額（△は増加） △238 △77

仕入債務の増減額（△は減少） △577 △495

未払金の増減額（△は減少） △162 △355

未払費用の増減額（△は減少） 521 525

その他 15 △55

小計 1,895 1,890

利息及び配当金の受取額 0 1

利息の支払額 △41 △31

法人税等の支払額 △850 △749

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,004 1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300 －

定期預金の払戻による収入 － 800

有形及び無形固定資産の取得による支出 △191 △293

その他 45 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △445 537

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △702 △592

社債の償還による支出 △115 △415

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △293 △293

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,111 △1,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △552 347

現金及び現金同等物の期首残高 3,258 2,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,705 3,190
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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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