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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 14,976 △4.2 877 △11.2 739 △18.1 △33 ―
21年12月期第3四半期 15,636 ― 987 ― 902 ― 132 ―

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12月期第3四半期 △740.60 ―
21年12月期第3四半期 2,930.56 2,919.94

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12月期第3四半期 13,502 2,649 19.6 58,137.56
21年12月期 14,432 2,801 19.3 61,561.85

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  2,641百万円 21年12月期  2,792百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
2,000.00 2,000.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 20,800 0.8 1,180 △8.7 1,060 △9.6 223 2.0 4,911.68



(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。 
 なお、上記会計処理の原則、手続、表示方法等の変更に関する事項につきましては［添付資料］Ｐ．４「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
の概要」をご参照ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続き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 
 本資料に記載されている業績見直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有ります。 
 なお、上記業績予想に関する事項につきましては、［添付資料］Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 45,430株 21年12月期  45,358株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 45,402株 21年12月期3Q 45,090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,景気は足踏み状態となっており、また、失業率が高水準にあ

るなど厳しい状況で推移しております。 

 外食産業においてもかかる経済情勢を反映した消費者の生活防衛意識の高まりから客単価の低下が続くなど依然

として厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境下で当社グループは、「大衆というカテゴリで日本一の外食企業になる」というスローガンのも

と、当第３四半期連結累計期間においては、串揚げビュッフェ業態の「串家物語」の出店と、直営既存店及びＦＣ

加盟店の収益力強化に全社を挙げて注力しました。 

 「串家物語」につきましては、イオンモール福岡ルクル店（福岡県）への出店等、大型商業施設への出店を継続

して行っております。その結果、当第３四半期連結累計期間末における店舗数は57店舗（直営店41店舗、ＦＣ店16

店舗）となりました。今後も引続き大型商業施設への出店を進めてまいります。 

 なお当業態につきましては香港、中国における展開を目指し、100％出資の香港現地法人を設立しており、来年

の出店に向けた準備を進めております。今後、香港での実績を踏まえ、外食市場の高成長が見込まれる中国本土に

おける事業拡大を計画しております。 

 「まいどおおきに食堂」を中心とした直営事業既存店舗につきましては顧客満足度向上を目指し、各店舗の抱え

る問題点を洗い出し、その解消を図ってまいりました。 

 また、集客力アップを目指した店舗改装、ブランドごとの豊富な季節メニューの策定、割引セール等の販促活動

の実施による一層の売上向上努力を続けてまいりました。他方、定期的な業務効率の見直し実施により費用の削減

を推進しており、一店舗ごとの収益力の強化を意識し、これを実現しております。 

 一方、ＦＣ事業におきましては弊社トレーナーによる臨店指導に加えて４月より行っております弊社代表取締役

による全国への直接臨店を継続して行っており、加盟企業様との親密なコミュニケーションを取りながら問題点の

解消を図っております。 

 このような施策の結果、「まいどおおきに食堂」のＦＣ店舗において売上前年対比100％越えを達成する地域が

増加傾向にあり、今後も継続的な収益力向上を目指してまいります。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は149億76百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益８億

77百万円（前年同期比11.2％減）、経常利益億７億39百万円（前年同期比18.1％減）となりました。また、減損損

失等の特別損失を６億17百万円計上した結果、四半期純損失は33百万円（前年同期四半期純利益は１億32百万円）

となりました。  

  

〔参考資料：第３四半期連結会計期間の概況〕 

  

 当社グループの平成22年９月末時点の店舗数は686店舗（直営店286店舗、ＦＣ店400店舗）となりました。なお

業態別の店舗数は以下のとおりです。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  平成22年第３四半期連結会計期間 前年同四半期会計期間 増減比 

  金額（千円） 金額（千円）  （％） 

売 上 高  5,109,120  5,191,419  △1.6

営 業 利 益  300,639  368,041  △18.3

経 常 利 益  242,607  330,771  △26.7

四半期純利益（△純損失）  68,633  86,738  △20.9

  直営店(国内) 直営店(海外) ＦＣ店 合計 

まいどおおきに食堂  125    4  353  482

神楽食堂 串家物語  41  －  16  57

手作り居酒屋 かっぽうぎ  26    －  27  53

浪花麺乃庄 つるまる  38  －  4  42

その他  51    1  －  52

合計  281  5  400  686
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は９億30百万円減少

し、135億２百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から６億３百万円減少し、固定資産は３億40百

万円減少しております。流動資産が減少した主な理由は社債及び長短借入金の返済に伴う現金及び預金の減少に

よるものです。固定資産が減少した主な理由は、減価償却累計額及び減損損失累計額の増加等であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度と比較して７億78百万円減少し、108億52百万円となりました。これは

主に長期借入金の減少によるものであります。  

 純資産につきましては、四半期純損失の計上及び配当金の支払い等による利益剰余金の減少、投資有価証券の

時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少等により、26億49百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間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11億98百万円

の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが５億60百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが９億

94百万円の支出となり、この結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年

度末と比較して３億62百万円減少し、34億13百万円（前年同四半期連結累計期間末残高37億37百万円）となりま

した。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３四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは11億98百万円の収入（前年同期は12

億17百万円の収入）となりました。主な要因は、税引前四半期当期純利益が１億28百万円、非現金支出である減

価償却費が５億51百万円及び減損損失が２億67百万円、投資有価証券評価損が１億59百万円発生したことによる

ものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは５億60百万円の支出（前年同期は２

億66百万円の支出）となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が１億35百万円、敷金及び保証

金の純支出額が59百万円、有形固定資産の取得による支出が３億２百万円発生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) 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは９億94百万円の支出（前年同期は４

億13百万円の支出）となりました。主な要因は、借入の実行、社債の発行による収入が17億68百万円、長期借入

金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が26億78百万円発生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 

 平成22年12月期の通期業績予想につきましては、平成22年２月19日に公表しました業績予想に変更は有りませ

ん。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却の方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によって

おります。  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異などの発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プラン

ニングを利用する方法により算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「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）が平成22年３月31日以前に開始する連

結会計年度から適用できることになったことに伴い、第一四半期連結会計期間よりこれらの会計基準を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,687,450 4,070,056

売掛金 332,591 442,023

たな卸資産 83,832 108,097

繰延税金資産 185,907 185,907

その他 764,349 852,411

貸倒引当金 △63,482 △64,723

流動資産合計 4,990,649 5,593,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,108,145 5,916,837

減価償却累計額 △2,480,769 △2,180,157

減損損失累計額 △371,200 △227,113

建物及び構築物（純額） 3,256,174 3,509,566

工具、器具及び備品 2,019,115 1,872,781

減価償却累計額 △1,487,608 △1,358,569

減損損失累計額 △33,369 △24,827

工具、器具及び備品（純額） 498,137 489,384

土地 141,212 137,272

建設仮勘定 25,019 73,198

その他 206,599 165,216

減価償却累計額 △52,801 △32,480

減損損失累計額 △20,831 －

その他（純額） 132,966 132,735

有形固定資産合計 4,053,511 4,342,158

無形固定資産 39,501 45,092

投資その他の資産   

投資有価証券 349,333 423,710

繰延税金資産 263,791 243,296

敷金及び保証金 3,240,484 3,197,994

その他 785,666 796,664

貸倒引当金 △266,349 △242,838

投資その他の資産合計 4,372,925 4,418,827

固定資産合計 8,465,939 8,806,079

繰延資産 45,423 32,193

資産合計 13,502,012 14,432,045
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（単位：千円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 719,815 839,916

1年内返済予定の長期借入金 2,488,602 2,577,165

未払金 691,679 735,189

未払法人税等 173,072 90,264

賞与引当金 16,800 －

訴訟損失引当金 53,926 31,000

その他 1,363,698 1,218,240

流動負債合計 5,507,593 5,491,777

固定負債   

社債 1,650,000 1,050,000

長期借入金 2,706,794 4,026,101

その他 987,807 1,062,418

固定負債合計 5,344,601 6,138,520

負債合計 10,852,195 11,630,297

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,173,299 1,169,969

資本剰余金 1,053,045 1,049,716

利益剰余金 433,206 557,546

株主資本合計 2,659,551 2,777,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,602 9,332

為替換算調整勘定 2,240 5,757

評価・換算差額等合計 △18,362 15,089

新株予約権 3,057 5,271

少数株主持分 5,569 4,153

純資産合計 2,649,816 2,801,747

負債純資産合計 13,502,012 14,432,045
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（２）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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 15,636,664 14,976,017

売上原価 5,102,081 4,884,773

売上総利益 10,534,583 10,091,244

販売費及び一般管理費 9,546,586 9,214,121

営業利益 987,996 877,122

営業外収益   

受取利息 3,993 3,106

受取家賃 125,037 96,766

その他 31,880 16,614

営業外収益合計 160,912 116,487

営業外費用   

支払利息 124,338 110,380

社債利息 11,588 19,248

支払手数料 － 8,571

賃貸収入原価 95,595 85,766

持分法による投資損失 － 12,805

その他 15,300 17,822

営業外費用合計 246,823 254,595

経常利益 902,084 739,014

特別利益   

受取和解金 17,798 4,800

貸倒引当金戻入額 1,717 －

新株予約権戻入益 － 2,214

固定資産売却益 293 －

その他 772 －

特別利益合計 20,582 7,014

特別損失   

店舗解約損 249,948 74,323

訴訟損失引当金繰入額 － 22,926

訴訟和解金 － 49,672

減損損失 156,786 267,494

投資有価証券評価損 － 159,280

その他 179,719 43,921

特別損失合計 586,454 617,619

税金等調整前四半期純利益 336,212 128,409

法人税等 203,033 160,617

少数株主利益 1,039 1,416

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132,139 △33,624
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,191,419 5,109,120

売上原価 1,665,593 1,655,322

売上総利益 3,525,826 3,453,797

販売費及び一般管理費 3,157,784 3,153,158

営業利益 368,041 300,639

営業外収益   

受取利息 2,041 1,060

受取家賃 37,677 32,546

その他 7,548 2,782

営業外収益合計 47,267 36,389

営業外費用   

支払利息 40,065 33,697

社債利息 4,614 6,825

支払手数料 － 8,571

賃貸収入原価 31,241 30,036

持分法による投資損失 － 4,957

その他 8,618 10,332

営業外費用合計 84,538 94,421

経常利益 330,771 242,607

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,606 －

固定資産売却益 293 －

その他 772 －

特別利益合計 3,672 －

特別損失   

店舗解約損 2,140 13,510

減損損失 127,861 52,493

投資有価証券評価損 － 5,932

その他 24,635 9,575

特別損失合計 154,638 81,512

税金等調整前四半期純利益 179,805 161,095

法人税等 92,255 91,658

少数株主利益 811 803

四半期純利益 86,738 68,633
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 336,212 128,409

減価償却費 619,793 551,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,218 22,270

賞与引当金の増減額（△は減少） － 16,800

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 22,926

受取利息及び受取配当金 △5,291 △3,519

支払利息 124,338 110,380

社債利息 11,588 19,248

株式交付費償却 1,338 －

社債発行費償却 2,457 5,888

持分法による投資損益（△は益） － 12,805

投資有価証券売却損益（△は益） △772 －

店舗解約損 249,948 74,323

減損損失 156,786 267,494

訴訟和解金 － 49,672

投資有価証券評価損益（△は益） － 159,280

売上債権の増減額（△は増加） △3,669 49,688

たな卸資産の増減額（△は増加） △956 24,213

店舗売却に係る固定資産増減額(△は増加） － 23,144

仕入債務の増減額（△は減少） △111,125 △73,682

預け金の増減額(△は増加） 34,557 72,764

未収入金の増減額（△は増加） 112,418 45,809

立替金の増減額（△は増加） △7,346 3,899

前渡金の増減額（△は増加） 19,231 2,347

未払金の増減額（△は減少） △162,646 △2,836

前受金の増減額（△は減少） △6,944 △161

未払消費税等の増減額（△は減少） 43,225 △52,761

その他 △2,029 △81,103

小計 1,417,332 1,448,448

利息及び配当金の受取額 5,291 3,519

利息の支払額 △135,260 △131,082

支払解決金の支払額 △37,550 －

訴訟和解金の支払額 － △60,000

法人税等の支払額 △32,118 △61,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,217,696 1,198,937
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △258,651 △238,728

定期預金の払戻による収入 328,565 258,667

有形固定資産の取得による支出 △246,716 △302,734

無形固定資産の取得による支出 △688 △7,856

固定資産の除却による支出 △118,301 △28,545

貸付けによる支出 △97,405 △54,253

貸付金の回収による収入 26,271 11,909

投資有価証券の取得による支出 △29,970 △135,332

投資有価証券の売却による収入 30,743 －

長期前払費用の増減額(△は減少） △6,615 △1,942

敷金及び保証金の差入による支出 △63,328 △134,734

敷金及び保証金の回収による収入 168,498 75,560

その他 1,233 △2,618

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,363 △560,608

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） △100,000 －

長期借入れによる収入 1,545,000 591,000

長期借入金の返済による支出 △1,878,449 △2,003,426

社債の発行による収入 784,735 1,177,403

社債の償還による支出 △290,000 △360,000

株式の発行による収入 8,359 6,659

割賦債務の返済による支出 △390,216 △289,856

リース債務の返済による支出 △3,592 △25,251

配当金の支払額 △89,333 △90,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △413,496 △994,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △6,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 537,607 △362,666

現金及び現金同等物の期首残高 3,200,115 3,776,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,737,723 3,413,799
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 該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

内部管理上採用している事業別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

直営事業 当社直営店舗における売上高及び営業利益 

ＦＣ事業 当社フランチャイズ店舗より受領する加盟金、ロイヤリティ、店舗運営に必要な設備・備 

     品などの売上高及び営業利益 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

［事業の種類別セグメント情報］

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ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  4,671,353  520,066  5,191,419  －  5,191,419

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,671,353  520,066  5,191,419  －  5,191,419

 営業利益  295,183  281,669  576,853  △208,811  368,041

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ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  4,663,725  445,394  5,109,120  －  5,109,120

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,663,725  445,394  5,109,120  －  5,109,120

 営業利益  303,377  246,039  549,417  △248,778  300,639
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前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

内部管理上採用している事業別の区分に基づきセグメンテーションを行っております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

直営事業 当社直営店舗における売上高及び営業利益 

ＦＣ事業 当社フランチャイズ店舗より受領する加盟金、ロイヤリティ、店舗運営に必要な設備・備 

     品などの売上高及び営業利益 

３．会計処理の変更 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し

ております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。  

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ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  14,019,097  1,617,566  15,636,664  －  15,636,664

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  14,019,097  1,617,566  15,636,664  －  15,636,664

 営業利益  721,989  895,618  1,617,608  △629,611  987,996

     
直営事業 
（千円） 

ＦＣ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  13,668,023  1,307,993  14,976,017  －  14,976,017

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  13,668,023  1,307,993  14,976,017  －  14,976,017

 営業利益  869,764  697,339  1,567,103  △689,980  877,122
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前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期間（自平

成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年１月１日 至平成22年９月30日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が、90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

［所在地別セグメント情報］

［海外売上高］

（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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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は生産を行っていないため、該当事項はございません。  

  

② 受注状況  

１．直営事業については、店舗においてお客様から商品（メニュー）の注文をいただき、その場で調理して直接 

  お客様へ提供しておりますので受注実績について記載すべき事項はありません。 

２．ＦＣ事業については、受注形態による販売ではないため、受注実績について記載すべき事項はありません。 

  

③ 販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績を示すと次のとおりであります。 

１．事業の種類別セグメント別売上高  

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．イニシャル売上は、出店時に必要な店舗設備、備品など売上であります。 

   ３．ランニング売上は、店舗運営時に必要な消耗品類の売上であります。 

   ４．海外部門の売上は、直営事業の金額に含まれております。  

  

２．地域別売上高 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称  

当第３四半期連結会計期間 

（自平成22年７月１日 

  至平成22年９月30日） 
前年同四半期比(％) 

金額（千円） 

 まいどおおきに食堂  2,082,174  94.8

 神楽食堂 串家物語  1,022,025  108.5

 手作り居酒屋 かっぽうぎ  371,658  106.7

 浪花麺乃庄 つるまる  421,364  116.8

 その他  766,501  93.1

 直営事業 計  4,663,725  99.8

加盟金売上  8,000  －

 ロイヤルティ売上  226,440  72.8

 イニシャル売上  21,895  85.8

  ランニング売上  189,058  103.1

ＦＣ事業 計  445,394  85.6

合計  5,109,120  98.4

  

当第３四半期連結会計期間 

（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）
前年同四半期会計期間 

直営店売上高   直営店売上高  

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

期末店舗数
（店） 

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

期末店舗数 
（店） 

東北地区  10,550  0.2  1  11,923  0.3  1

関東地区  414,914  8.9  25  386,978  8.3  20

東海地区  192,996  4.1  9  222,321  4.8  8

関西地区  3,900,108  83.7  240  3,949,344  84.5  234

中国・四国地区  45,816  1.0  2  10,458  0.2  1

九州地区  41,820  0.9  4  33,883  0.7  3

海外地区  57,518  1.2  4  56,443  1.2  5

合計  4,663,725  100.0  285  4,671,353  100.0  272

㈱フジオフードシステム（2752）　平成22年12月期　第3四半期決算短信

14


	短信サマリー.pdf
	短信pdf



