
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 大戸屋 上場取引所 大 
コード番号 2705 URL http://www.ootoya.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 三森 久実
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名） 濱田 寛明 TEL 0422-26-2600
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 8,439 0.0 322 173.7 289 170.7 20 23.0
22年3月期第2四半期 8,438 △3.2 117 △16.0 107 △22.9 16 △27.4

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

23年3月期第2四半期 3.54 ―
22年3月期第2四半期 3.27 ―

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

23年3月期第2四半期 7,704 2,512 29.2 388.06
22年3月期 7,613 2,623 31.0 406.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,250百万円 22年3月期  2,358百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 20.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,285 8.4 690 76.0 640 83.4 100 122.2 17.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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いません。 

※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条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 5,800,000株 22年3月期  5,800,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  74株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,799,978株 22年3月期2Q 5,100,000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、新興国向けの輸出拡大や政府の経済対策効果によ

り緩やかに回復しつつあるものの、欧州財政の信用不安や急激な円高により企業業績の下振れ懸念が生

じており、依然として先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

外食産業におきましても、雇用不安や個人所得の低迷による消費者の節約志向が続く中、外食チェー

ンの低価格競争が激化しており、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、国内におきましては、直営店舗の新規出店と既存店舗の収益

性改善に重点を置くとともに、フランチャイズ事業（ＦＣ事業）の拡充を図るため、フランチャイズ加

盟者の募集とフランチャイズ加盟店舗の新規出店に取組んで参りました。海外におきましては、タイ王

国、台湾及び香港における直営既存店舗の収益性向上に注力するとともに、インドネシア共和国とシン

ガポール共和国におけるフランチャイズ店舗に対する経営指導を行って参りました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は8,439百万円（前年同期比0.0％増）、

営業利益322百万円（同173.7％増）、経常利益289百万円（同170.7％増）となり、国内における既存店

舗の改装等に係る固定資産除却損28百万円、及び、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額105百万

円等を特別損失に計上したため、四半期純利益は20百万円（同23.0％増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 国内直営事業 

国内直営事業は、徹底的な品質の向上と、安全・安心でお値打ち感の高い商品の提供に注力し、競合

他社との差別化を図って参りました。 

店舗展開につきましては、国内においては、直営店３店舗（美濃加茂店、原宿神宮前店、新宿東口中

央通り店）の新規出店とフランチャイズ加盟店２店舗（ＪＲ琴似店、三鷹南口店）の譲受けがありまし

たが、直営店２店舗（那覇国際通り店、経堂農大通り店）を閉店しております。なお、当第２四半期連

結累計期間において、低価格の定食業態の実験店舗として運営しておりました「OOTOYA's Kitchen（武

蔵境店）」を「大戸屋ごはん処（武蔵境店）」に業態変更しております。 

これにより、当第２四半期連結会計期間末における国内直営事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん

処」120店舗、「おおとや厨房」２店舗、「おとや」１店舗の総計123店舗となりました。 

以上の結果、国内直営事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は5,433百万円、営業利益276百万円

となりました。 

  

② 国内フランチャイズ事業 

国内フランチャイズ事業は、「大戸屋ごはん処」５店舗（トツカーナモール店、大森店、パサージオ

西新井店、イオン土浦ショッピングセンター店、稲毛ワンズモール店）の新規出店がありましたが、フ

ランチャイズ加盟店２店舗の譲渡があったため、当第２四半期連結会計期間末における国内フランチャ

イズ事業に係る稼働店舗数は「大戸屋ごはん処」101店舗となりました。 

以上の結果、国内フランチャイズ事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は1,795百万円、営業利

益239百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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
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③ 海外直営事業 

海外直営事業は、当第２四半期連結会計期間末現在、33店舗（連結子会社でありますBETAGRO OOTOYA 

(THAILAND) CO., LTD.がタイ王国に19店舗、台灣大戸屋股份有限公司が台湾に11店舗、香港大戸屋有限

公司が香港に３店舗）稼働しておりますが、タイ王国における３月から５月にかけての政情混乱により

一部店舗の営業停止を余儀なくされ、当第２四半期連結累計期間におきましては、新規出店は行わず既

存店舗の収益性向上に注力いたしました。 

以上の結果、海外直営事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は1,207百万円、営業利益33百万円

となりました。 

  

④ その他 

その他は、海外におけるフランチャイズ事業であり、当第２四半期連結会計期間末現在、シンガポー

ル共和国において１店舗、インドネシア共和国において３店舗を展開しており、当第２四半期連結累計

期間の売上高は３百万円、営業利益は１百万円となりました。 

  

なお、持分法適用関連会社であるBETAGRO OOTOYA CO.,LTD.（当第２四半期連結会計期間末現在、タ

イ王国において１店舗を展開）、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.（同、シンガポール共和国において

１店舗を展開）、及び、PT. OOTOYA INDONESIA（同、インドネシア共和国において３店舗を展開）につ

きましては、当第２四半期連結累計期間において持分法による投資損失19百万円を計上しております。

  

(資産)  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、現金及び預金1,656百万円を主なものとして2,458百万円

（前連結会計年度末比3.9％減）、また、固定資産は、店舗等の有形固定資産3,264百万円と敷金及び保

証金1,439百万円を主なものとして5,246百万円（同3.8％増）であり、資産合計では7,704百万円（同

1.2％増）となりました。これは主に、資産除去債務会計基準の適用に伴う資産除去費用が増加したた

めであります。 

  

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、借入金1,150百万円、買掛金574百万円及び未払金461百

万円を主なものとして2,616百万円（前連結会計年度末比31.1％減）、固定負債は、長期借入金1,741百

万円を主なものとして2,576百万円（同115.3％増）であり、負債合計では5,192百万円（同4.0％増）と

なりました。これは主に、資産除去債務会計基準の適用に伴う資産除去債務が増加したためでありま

す。 

  

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は2,512百万円（前連結会計年度末比4.2％減）となり、自己資

本比率は29.2％となりました。これは主に、配当金の支払により利益剰余金が減少したためでありま

す。 

  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、国内外の景況感は引続き厳しい状況が予想されます

が、現時点では平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 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。 

  

  

《簡便な会計処理》 

○ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ10,039千円、税金

等調整前四半期純利益は、116,032千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は232,531千円であります。 

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10日）を適用しております。 

なお、これによる影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,656,538 1,725,711

売掛金 331,599 358,232

原材料及び貯蔵品 37,742 35,285

その他 435,757 442,536

貸倒引当金 △3,413 △3,638

流動資産合計 2,458,223 2,558,128

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,406,775 2,335,843

その他（純額） 857,305 811,085

有形固定資産合計 3,264,081 3,146,928

無形固定資産

のれん 10,419 3,473

その他 56,420 54,127

無形固定資産合計 66,839 57,600

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,439,774 1,444,301

その他 476,056 407,630

貸倒引当金 △744 △894

投資その他の資産合計 1,915,085 1,851,036

固定資産合計 5,246,006 5,055,566

資産合計 7,704,230 7,613,694

負債の部

流動負債

買掛金 574,670 654,271

短期借入金 268,000 1,592,000

1年内返済予定の長期借入金 882,011 583,298

リース債務 54,371 46,536

未払金 461,214 529,332

未払法人税等 153,440 176,484

賞与引当金 26,068 18,771

店舗閉鎖損失引当金 1,690 8,316

資産除去債務 2,798 －

その他 191,766 185,234

流動負債合計 2,616,032 3,794,245

固定負債

長期借入金 1,741,062 609,552

リース債務 131,459 127,250

退職給付引当金 173,302 162,242

資産除去債務 229,733 －

その他 300,507 297,255

固定負債合計 2,576,065 1,196,301

負債合計 5,192,097 4,990,546
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 724,012 724,012

資本剰余金 642,212 642,212

利益剰余金 978,716 1,074,187

自己株式 △60 －

株主資本合計 2,344,881 2,440,412

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △488 －

為替換算調整勘定 △93,655 △81,875

評価・換算差額等合計 △94,144 △81,875

少数株主持分 261,396 264,611

純資産合計 2,512,132 2,623,147

負債純資産合計 7,704,230 7,613,694
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 8,438,845 8,439,457

売上原価 3,258,765 3,203,072

売上総利益 5,180,080 5,236,385

販売費及び一般管理費 5,062,193 4,913,781

営業利益 117,887 322,603

営業外収益

受取利息 728 903

受取配当金 1 22

協賛金収入 15,436 8,443

為替差益 4,791 －

株式割当益 － 2,968

その他 9,694 8,153

営業外収益合計 30,651 20,491

営業外費用

支払利息 28,568 27,503

為替差損 － 5,978

持分法による投資損失 12,913 19,852

その他 3 0

営業外費用合計 41,485 53,333

経常利益 107,053 289,761

特別利益

店舗売却益 14,609 －

貸倒引当金戻入額 － 374

特別利益合計 14,609 374

特別損失

固定資産除却損 23,811 28,565

店舗閉鎖損失 19,501 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 1,356

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,992

その他 17 1,141

特別損失合計 43,331 137,055

税金等調整前四半期純利益 78,332 153,080

法人税、住民税及び事業税 10,666 150,557

法人税等調整額 53,012 △18,741

法人税等合計 63,679 131,816

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,263

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,038 734

四半期純利益 16,691 20,529
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(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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 78,332 153,080

減価償却費 285,000 335,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,414 △374

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,096 7,654

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △73,265 △6,626

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,983 11,060

受取利息及び受取配当金 △729 △925

株式割当益 － △2,968

支払利息 28,568 27,503

持分法による投資損益（△は益） 12,913 19,852

店舗売却損益（△は益） △14,609 －

固定資産除却損 17,188 24,361

固定資産売却損益（△は益） 17 1,141

店舗閉鎖損失 33,756 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 105,992

売上債権の増減額（△は増加） △18,601 26,572

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,813 △2,623

前払費用の増減額（△は増加） △8,528 △26,919

未収入金の増減額（△は増加） 10,994 4,451

仕入債務の増減額（△は減少） 36,890 △78,073

未払金の増減額（△は減少） △19,182 △82,016

未払費用の増減額（△は減少） △25,345 △2,943

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,166 12,169

その他 47,669 36,525

小計 417,918 561,971

利息及び配当金の受取額 584 331

利息の支払額 △30,022 △26,489

法人税等の支払額 △103,993 △172,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 284,486 363,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △760 △51,400

貸付金の回収による収入 2,315 4,152

投資有価証券の取得による支出 △17,188 △2,846

有形固定資産の取得による支出 △517,413 △304,506

有形固定資産の売却による収入 34,870 4,783

無形固定資産の取得による支出 △1,099 △9,625

長期前払費用の取得による支出 △10,097 △19,310

敷金及び保証金の差入による支出 △37,131 △45,743

敷金及び保証金の回収による収入 47,438 31,830

その他 △1,379 △5,997

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,444 △398,663
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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 1,880,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △1,620,590 △2,024,000

長期借入れによる収入 416,990 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △346,030 △364,552

リース債務の返済による支出 △17,596 △25,405

自己株式の取得による支出 － △60

配当金の支払額 △100,319 △114,438

財務活動によるキャッシュ・フロー 212,454 △28,456

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,217 △5,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,713 △69,173

現金及び現金同等物の期首残高 907,701 1,611,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 912,414 1,542,538
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 飲食事業・・・・・・・・・・一般消費者に対する定食、弁当及び惣菜の販売事業 

(2) フランチャイズ事業・・・・・フランチャイズ加盟店の募集及び加盟店の経営指導事業 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア・・・・・タイ王国、台湾、香港 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア・・・・・タイ王国、台湾、香港 等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

飲食事業
(千円)

フランチャイズ
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 6,733,245 1,705,600 8,438,845 ― 8,438,845

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,733,245 1,705,600 8,438,845 ― 8,438,845

営業利益 171,426 168,623 340,050 (222,163) 117,887

【所在地別セグメント情報】

日本
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 7,422,974 1,015,871 8,438,845 ― 8,438,845

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

133,916 ― 133,916 (133,916) ―

計 7,556,891 1,015,871 8,572,762 (133,916) 8,438,845

営業利益又は営業損失（△） 442,115 △27,948 414,166 (296,279) 117,887

【海外売上高】

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,018,037 1,018,037

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 8,438,845

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.1 12.1
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（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社は、本社に国内事業本部及び海外事業本部を置き、各事業本部は一般消費者に対し定食、弁当及

び惣菜の販売を行う直営事業とフランチャイズ事業を展開しております。 

従って、当社グループは事業本部を基礎とした事業形態別セグメントから構成されており、「国内直

営事業」、「国内フランチャイズ事業」及び「海外直営事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

「国内直営事業」及び「海外直営事業」は、それぞれ国内及び海外において、一般消費者に対する定

食、弁当及び惣菜の販売事業を行っております。「国内フランチャイズ事業」は、国内のフランチャイ

ズ加盟者の募集及び加盟店の経営指導事業を行っております。 

  

２．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 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外フランチャイズ事業でありま

す。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

報告セグメント
その他 
（注）

合計国内 
直営事業

国内フラン
チャイズ事業

海外
直営事業

計

売上高

 外部顧客に対する売上高 5,433,753 1,795,177 1,207,162 8,436,093 3,364 8,439,457

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,433,753 1,795,177 1,207,162 8,436,093 3,364 8,439,457

セグメント利益 276,780 239,076 33,371 549,227 1,185 550,412

利益 金額

報告セグメント計 549,227

「その他」の区分の利益 1,185

全社費用（注） △227,809

四半期連結損益計算書の営業利益 322,603

(6) 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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