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1.  平成22年10月期第1四半期の業績（平成21年11月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年10月期第1四半期 17,763 19.4 1,460 115.9 1,525 110.9 874 164.7
21年10月期第1四半期 14,878 ― 676 ― 723 ― 330 ―

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

22年10月期第1四半期 8,452.95 ―

21年10月期第1四半期 3,193.29 ―

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

22年10月期第1四半期 23,484 14,658 62.4 141,632.53
21年10月期 23,298 14,032 60.2 135,579.57

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  14,658百万円 21年10月期  14,032百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年10月期 ― 0.00 ― 2,400.00 2,400.00

22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

0.00 ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年10月期の業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

34,607 15.8 2,307 58.7 2,427 53.5 1,314 77.4 12,703.20

通期 71,500 10.6 4,811 10.6 5,051 10.5 2,730 15.7 26,383.01
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年10月期第1四半期 103,499株 21年10月期  103,499株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  ―株 21年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年10月期第1四半期 103,499株 21年10月期第1四半期 103,499株

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善を受け、輸出・生産が持ち直しの動きを見せてい 

るものの、企業収益は大幅減少が続いており、雇用・所得環境は依然として厳しい状況のまま推移しております。 

 外食産業においては、政府の緊急経済対策の効果により、個人消費に持ち直しの動きはあるものの、雇用不安、所

得減少を抱える消費者の生活防衛意識は強く、外食を手控える傾向が一段と鮮明になってきており、非常に厳しい状

況が続いております。 

 このように取り巻く環境が厳しさを増す中、安全・安心、安価で美味しいものを求める顧客の消費動向は、当社の

掲げる経営理念“食の戦前回帰”にマッチするものであり、むしろ追い風であるとの認識で、顧客来店の動機付けを

図る様々な取組みを行ってまいりました。幅広い世代に大人気のアニメ「ワンピース」とのタイアップによる、くら

寿司オリジナルのワンピースグッズなどを、ビッくらポンの景品としてプレゼントするキャンペーンを３回実施いた

しました。また、素材を厳選し、無添加にこだわった、安全で美味しい「おせち」を、昨年より質・量ともに大幅に

グレードアップし、さらに初の試みとしてインターネットによるご注文を採り入れたところ、受付締切の10日前に予

定数量を完売するなどご好評をいただきました。 

 また、店舗開発につきましては、西日本地区で３店舗を新規出店いたしましたので、当第１四半期末の店舗数は、

全て直営で248店舗となりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高177億63百万円（前年同期比19.4％増）、営業利益14億60百

万円（同115.9％増）、経常利益15億25百万円（同110.9％増）、四半期純利益は８億74百万円（同164.7％増）とな

りました。  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の資産総額は234億84百万円となり、前事業年度末と比較して１億85百万円の増加となりました。

これは、主に新規出店や改装等により積極的に設備投資を行った結果、固定資産が３億56百万円増加したことによる

ものであります。 

 負債につきましては、88億25百万円と前事業年度末と比較して４億40百万円の減少となりました。これは、主に 

未払法人税等が５億21百万円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加により146億58百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが６億27百万円の収入、投資活

動によるキャッシュ・フローが３億４百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが３億43百万円の支出とな

り、この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）残高は、期首より20百万円減少し 

26億34百万円となりました。 

 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において営業活動の結果得られた資金は６億27百万円（前年同期比42.7％増）となりました。これ

は、主に税引前四半期純利益が15億20百万円となり、減価償却費が３億59百万円があった一方で、仕入債務の減少が

１億39百万円、法人税等の支払が10億28百万円があったこと等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） 

 当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は３億４百万円（前年同期比65.1％減）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が２億71百万円、貸付による支出（建設協力金の支出）が31百万円があった

こと等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） 

 当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は３億43百万円（前年同期比158.4％増）となりました。これ

は、主に配当金の支払が２億15百万円、リース債務の返済による支出が68百万円、長期借入金の返済による支出が60

百万円があったことによるものであります。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 平成21年12月14日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変

更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,634,329 2,655,084

原材料及び貯蔵品 259,776 288,060

その他 729,840 851,964

流動資産合計 3,623,946 3,795,108

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,704,359 7,616,846

その他（純額） 4,779,360 4,526,947

有形固定資産合計 12,483,720 12,143,793

無形固定資産 406,203 337,140

投資その他の資産   

関係会社株式 97,905 97,905

長期貸付金 2,921,808 2,939,710

差入保証金 2,933,477 2,926,303

その他 1,017,392 1,058,684

投資その他の資産合計 6,970,583 7,022,604

固定資産合計 19,860,506 19,503,537

資産合計 23,484,453 23,298,646

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,656,420 2,795,705

1年内返済予定の長期借入金 240,000 240,000

未払金 2,157,948 2,232,432

未払法人税等 625,462 1,146,885

その他 874,414 855,166

流動負債合計 6,554,245 7,270,191

固定負債   

長期借入金 550,000 610,000

リース債務 1,456,485 1,137,976

その他 264,898 248,128

固定負債合計 2,271,383 1,996,105

負債合計 8,825,628 9,266,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,005,329 2,005,329

資本剰余金 2,334,384 2,334,384

利益剰余金 10,319,110 9,692,635

株主資本合計 14,658,824 14,032,350

純資産合計 14,658,824 14,032,350

負債純資産合計 23,484,453 23,298,646
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 14,878,945 17,763,869

売上原価 7,305,648 8,337,211

売上総利益 7,573,296 9,426,657

販売費及び一般管理費 6,896,693 7,966,057

営業利益 676,603 1,460,600

営業外収益   

受取利息 12,833 14,697

受取手数料 17,954 40,154

物販収入 26,859 27,636

雑収入 20,267 10,245

営業外収益合計 77,914 92,733

営業外費用   

支払利息 5,336 12,739

為替差損 10,582 987

物販原価 12,093 11,934

雑損失 3,165 2,289

営業外費用合計 31,178 27,950

経常利益 723,339 1,525,382

特別損失   

固定資産除却損 2,482 3,065

店舗閉鎖損失 121,708 1,892

特別損失合計 124,191 4,957

税引前四半期純利益 599,148 1,520,425

法人税、住民税及び事業税 179,000 589,000

法人税等調整額 89,646 56,552

法人税等合計 268,646 645,552

四半期純利益 330,501 874,872
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 599,148 1,520,425

減価償却費 279,803 359,268

受取利息 △12,833 △14,697

支払利息 5,336 12,739

固定資産除却損 2,482 3,065

店舗閉鎖損失 121,708 1,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,434 28,283

仕入債務の増減額（△は減少） △160,695 △139,285

未払消費税等の増減額（△は減少） 102,550 △91,946

その他 △20,103 △12,006

小計 932,832 1,667,736

利息及び配当金の受取額 － 0

利息の支払額 △4,176 △11,667

法人税等の支払額 △488,931 △1,028,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 439,723 627,646

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 △602,587 △271,066

無形固定資産の取得による支出 △8,730 △5,541

貸付けによる支出 △181,788 △31,916

差入保証金の差入による支出 △54,366 △14,019

差入保証金の回収による収入 4,308 6,068

その他の支出 △29,675 △7,579

その他の収入 － 19,460

投資活動によるキャッシュ・フロー △872,840 △304,596

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 10,818 －

長期借入金の返済による支出 △75,000 △60,000

リース債務の返済による支出 － △68,312

配当金の支払額 △68,861 △215,492

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,043 △343,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △566,244 △20,754

現金及び現金同等物の期首残高 593,618 2,655,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,373 2,634,329
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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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