
平成23年12月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  

（百万円未満切捨て）

１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 

  

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

      平成23年11月11日

上場会社名 株式会社フジオフードシステム 上場取引所 大  

コード番号 2752  ＵＲＬ http://www.fujio-food.com 

代表者     （役職名）代表取締役社長  （氏名）藤尾 政弘     

問合せ先責任者 （役職名）執行役員 経営管理本部長 （氏名）佐藤 一郎 ＴＥＬ ０６－６８８２－０８５１ 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日     

配当開始予定日 －     

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・ 無 （投資家・アナリスト向け） 

(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12月期第３四半期  15,554 3.9 829 △5.4 729  △1.3 △209 －

22年12月期第３四半期  14,976 △4.2 877 △11.2 739  △18.1 △33 －

  
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12月期第３四半期  △4,588 40 －     

22年12月期第３四半期  △740 60 －     

(2）連結財政状態  

  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12月期第３四半期  12,815  2,316  18.0 50,559 38

22年12月期  13,140  2,618  19.9 57,452 07

（参考）自己資本 23年12月期第３四半期 2,306百万円 22年12月期 2,610百万円 

  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12月期 ――― 0 00 ――― 2,000 00  2,000  00

23年12月期 ――― 0 00 ―――  

23年12月期（予想）     2,000 00  2,000  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 有・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  20,500  2.0 1,220 1.5 1,040 1.9  50  － 1,097 55

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 有・無



４．その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。） 

（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。 

（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います。 
  

※ 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。 

 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.４「連結業績予想に関する定性的情報」をご参

照ください。  

  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動 ：  有・無

新規 －社 （社名）  除外 －社 （社名）  

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期３Ｑ 45,614株 22年12月期 45,438株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ －株 22年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 45,556株 22年12月期３Ｑ 45,402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（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）におけるわが国経済は、３月11日に

発生致しました東日本大震災による原発事故に伴う電力不足懸念から生じた経済活動の停滞、並びに欧州財政・金

融システム不安等、さらには海外景気の下振れ懸念、円高の長期化等、景気の先行きがより一層不透明なままで推

移致しました。 

外食産業におきましても、原発被害による放射能汚染への不安から、従来以上に食に対する安全意識が高まる

等の理由から個人消費者の生活防衛意識は依然として強く、各社創意工夫を凝らして顧客の誘引、顧客単価増の獲

得に向け努力を行っておりますが、企業を取り巻く経営環境は全体的には依然として厳しい状況が続いておりま

す。  

このような状況の中、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」という確固たる目標

のもと、当第３四半期連結累計期間におきましても既存事業の全体的な底上げ、および販促活動の強化に注力致し

ました。特に「まいどおおきに食堂」につきましては「組織改革」「一店舗当たりの収益性の向上」を全店統一ス

ローガンとして活動した結果、当該食堂を含めた当社における直営店の既存店売上が６月単月で65ヶ月ぶりに前年

比100％超を達成することができ、翌月以降も前年比100％超を継続して推移しております。 

 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155億54百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益８億

29百万円（前年同期比5.4％減）、経常利益７億29百万円（前年同期比1.3％減）と増収減益となりました。一方、

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等の特別損失を６億39百万円計上した結果、四半期純損失は２億９百万

円（前年同期四半期純損失は33百万円）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りです。  

  

＜直営事業＞  

直営事業につきましては、国内及び海外において「まいどおおきに食堂」、「神楽食堂 串家物語」、「手作

り居酒屋 かっぽうぎ」、「浪花麺之庄 つるまる饂飩」等全ての業態において既存店の収益力強化と並行して、

積極的に各種改革に取り組みました。 

つるまる事業につきましては、「新ブランド」として、「うどん」をメインとしつつも、他の和洋食・デザー

トの提供も行う「鶴さんうどん」の１号店を６月に、そして２号店を大阪府箕面市にオープン致しました。 

お子様から高齢者の方まで楽しんで頂ける、大阪うどんを中心としたバリエーション豊富なメニューを取り揃

えており、ご家族連れや高齢者の皆様からご好評を頂き、売上も順調に推移しております。 

串家物語事業につきましては、昨年より一新しました店内デザインや女性やファミリー層のお客様に喜ばれる

新しいメニューを導入した新スタイルの出店を進めており、当第３四半期連結累計期間におきましては、イオンモ

ール倉敷（岡山県倉敷市）、イオンモール伊丹昆陽（兵庫県伊丹市）、あべのキューズモール（大阪市）、ららぽ

ーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ（千葉県船橋市）、イオンモール宮崎（宮崎県宮崎市）、イオンモール熱田（愛知県名古

屋市）など６店舗を出店し、当第３四半期連結累計期間末における店舗数は59店舗（直営店47店舗、加盟店12店

舗）となりました。 

串家物語の新スタイルについてはお客様よりご好評を頂いており、同業態の既存店舗につきましても随時新ス

タイルへの改装を行って参ります。 

その他、イオンモール大和郡山（奈良県大和郡山市）に洋食屋「フジオ軒」を７月にオープンしており、主要

４ブランドである「まいどおおきに食堂」、「神楽食堂 串家物語」、「手作り居酒屋 かっぽうぎ」、「浪花麺

之庄 つるまる饂飩」以外のブランドにつきましても展開を拡大しております。  

 以上の結果、直営事業の売上高は143億90百万円、セグメント利益は８億88百万円となりました。 

  

＜ＦＣ事業＞  

ＦＣ事業につきましては、当社トレーナーが各加盟店に臨店して行う調理指導の他、店長会議、トレーナー会

議等を通じて直営店における成功事例の共有を進めることにより店舗の収益力強化に努めております。中でも「ま

いどおおきに食堂」につきましては、直営店と同様に改装を漸次進めることにより更なる集客力向上を図っており

ます。 

なお、先の震災に際しまして、震災直後から当社トレーナー並びに本社メンバーによる被災店舗への支援活動

を行ってまいりましたが、今後も変わりなく加盟企業様との親密なコミュニケーションを図りつつ、問題点の洗い

出しとその解消を検討し、継続的な収益力向上を目指してまいります。  

以上の結果、ＦＣ事業の売上高は11億63百万円、セグメント利益は６億72百万円となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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なお当社グループの平成23年９月末時点の店舗数は645店舗（直営店（国内）287店舗、直営店（海外）４店

舗、ＦＣ店354店舗）となりました。ブランド別の店舗数は以下のとおりです。  

  

   

（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３億24百万円減少

し、128億15百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から４億95百万円減少し、固定資産は１億67百万

円増加しております。流動資産が減少した主な理由は、新規出店に係る店舗設備の対価支払い等による現金及び預

金の減少３億78百万円によるものであります。固定資産が増加した主な理由は新規出店等に伴う有形固定資産の増

加２億88百万円、閉店に伴う敷金・保証金の減少87百万円によるものであります。  

 負債につきましては、前連結会計年度末と比較して23百万円減少し、104億99百万円となりました。これは主に

買掛金及び未払金の減少97百万円、長期借入金の返済等に伴う減少３億98百万円、未払法人税等の減少１億３百万

円があったことに対して、資産除去債務の計上が５億88百万円あったこと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等により、23億16百万円となりました。  

  

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９億89百万円の

増加、投資活動によるキャッシュ・フローが８億78百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが５億55百

万円の減少となり、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４億43百万円減少し、27億12百万円（前年同四半期連結会計期間末残高34億13百万円）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９億89百万円の増加（前年同期は

11億98百万円の増加）となりました。主な要因は、法人税等の支払いが４億35百万円生じたことに対し、税金等調

整前当期純利益が１億37百万円発生したこと及び非現金支出である減価償却費６億６百万円、減損損失２億15百万

円、店舗解約損73百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額２億51百万円が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８億78百万円の減少（前年同期は

５億60百万円の減少）となりました。主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が８億円、定期

預金の預入れに係る純支出が65百万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５億55百万円の減少（前年同期は

９億94百万円の減少）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22億74百万円、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27億58百万円並びに配当金の支払額が90百万

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23年12月期の通期業績予想につきましては、平成23年２月18日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。 

  直営店(国内) 直営店(海外) ＦＣ店  合計 

まいどおおきに食堂  124  3  318  445

神楽食堂 串家物語  47  －  12  59

手作り居酒屋 かっぽうぎ  26  －  20  46

浪花麺乃庄 つるまる  42  －  4  46

その他  48  1  －  49

合計  287  4  354  645
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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 簡便な会計処理  

 （固定資産の減価償却の算定方法） 

  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。 

 （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等の発生状

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。 

  

  ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算については、当第３四半期連結累計期間を含む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（純損失）に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法によっております。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定

実効税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は23百万円減少しており、税金等調整前四半

期純利益は２億75百万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５億74

百万円であります。  

② 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しておりま

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23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,050,708 3,429,103

売掛金 307,244 346,389

たな卸資産 77,671 99,411

繰延税金資産 120,256 120,256

その他 756,030 804,541

貸倒引当金 △81,351 △74,063

流動資産合計 4,230,560 4,725,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,610,541 6,113,253

減価償却累計額 △2,845,714 △2,539,566

減損損失累計額 △292,763 △366,025

建物及び構築物（純額） 3,472,062 3,207,661

工具、器具及び備品 2,205,384 2,053,621

減価償却累計額 △1,619,827 △1,524,035

減損損失累計額 △30,653 △29,454

工具、器具及び備品（純額） 554,903 500,130

土地 98,139 98,139

建設仮勘定 38,728 64,711

その他 183,135 206,599

減価償却累計額 △66,641 △85,105

その他（純額） 116,493 121,493

有形固定資産合計 4,280,328 3,992,137

無形固定資産 27,960 35,038

投資その他の資産   

投資有価証券 256,412 227,468

繰延税金資産 365,009 374,139

敷金及び保証金 3,148,911 3,236,323

その他 728,117 774,738

貸倒引当金 △266,624 △266,923

投資その他の資産合計 4,231,826 4,345,747

固定資産合計 8,540,115 8,372,922

繰延資産 45,214 41,757

資産合計 12,815,891 13,140,319
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 772,382 799,196

1年内返済予定の長期借入金 1,910,693 2,365,688

未払金 701,975 772,640

未払法人税等 210,427 314,001

賞与引当金 23,934 33,700

訴訟損失引当金 31,000 31,000

その他 1,486,360 1,376,818

流動負債合計 5,136,774 5,693,045

固定負債   

社債 1,680,000 1,600,000

長期借入金 2,384,935 2,328,822

資産除去債務 572,987 －

その他 724,400 900,422

固定負債合計 5,362,322 4,829,245

負債合計 10,499,097 10,522,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,183,175 1,173,734

資本剰余金 1,062,921 1,053,480

利益剰余金 108,685 408,592

株主資本合計 2,354,781 2,635,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,905 △27,242

為替換算調整勘定 △34,660 1,941

評価・換算差額等合計 △48,565 △25,300

新株予約権 2,899 2,899

少数株主持分 7,679 4,623

純資産合計 2,316,794 2,618,029

負債純資産合計 12,815,891 13,140,319
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,976,017 15,554,252

売上原価 4,884,773 5,223,359

売上総利益 10,091,244 10,330,892

販売費及び一般管理費 9,214,121 9,501,454

営業利益 877,122 829,437

営業外収益   

受取利息 3,106 1,314

受取家賃 96,766 89,945

その他 16,614 22,240

営業外収益合計 116,487 113,500

営業外費用   

支払利息 110,380 73,415

社債利息 19,248 24,121

支払手数料 8,571 9,823

賃貸収入原価 85,766 84,261

持分法による投資損失 12,805 10,534

その他 17,822 11,483

営業外費用合計 254,595 213,640

経常利益 739,014 729,297

特別利益   

受取和解金 4,800 7,500

債務免除益 － 18,875

受取保険金 － 12,174

新株予約権戻入益 2,214 －

固定資産売却益 － 9,221

特別利益合計 7,014 47,771

特別損失   

店舗解約損 74,323 73,090

訴訟損失引当金繰入額 22,926 －

訴訟和解金 49,672 400

減損損失 267,494 215,766

投資有価証券評価損 159,280 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 251,844

災害による損失 － 16,020

その他 43,921 82,068

特別損失合計 617,619 639,189

税金等調整前四半期純利益 128,409 137,879

法人税等 160,617 343,854

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △205,975

少数株主利益 1,416 3,056

四半期純損失（△） △33,624 △209,031
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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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,109,120 5,413,322

売上原価 1,655,322 1,809,728

売上総利益 3,453,797 3,603,593

販売費及び一般管理費 3,153,158 3,274,582

営業利益 300,639 329,011

営業外収益   

受取利息 1,060 469

受取家賃 32,546 29,596

その他 2,782 11,395

営業外収益合計 36,389 41,461

営業外費用   

支払利息 33,697 21,406

社債利息 6,825 7,970

支払手数料 8,571 －

賃貸収入原価 30,036 28,920

持分法による投資損失 4,957 5,955

その他 10,332 1,022

営業外費用合計 94,421 65,275

経常利益 242,607 305,197

特別利益   

債務免除益 － △206

特別利益合計 － △206

特別損失   

店舗解約損 13,510 2,546

訴訟和解金 － 400

減損損失 52,493 61,131

投資有価証券評価損 5,932 －

災害による損失 － 16,020

その他 9,575 24,286

特別損失合計 81,512 104,384

税金等調整前四半期純利益 161,095 200,605

法人税等 91,658 112,675

少数株主損益調整前四半期純利益 － 87,930

少数株主利益 803 870

四半期純利益 68,633 87,059
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 128,409 137,879

減価償却費 551,145 606,828

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 251,844

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,270 6,987

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,800 △9,766

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 △3,519 △6,174

支払利息 110,380 73,415

社債利息 19,248 24,121

社債発行費償却 5,888 8,960

持分法による投資損益（△は益） 12,805 10,534

店舗解約損 74,323 73,090

固定資産売却損益（△は益） － △9,221

減損損失 267,494 215,766

訴訟和解金 49,672 400

災害による損失 － 16,020

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） 49,688 39,144

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,213 21,740

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） △73,682 △26,885

預け金の増減額(△は増加） 72,764 3,484

未収入金の増減額（△は増加） 45,809 13,035

立替金の増減額（△は増加） 3,899 4,312

前渡金の増減額（△は増加） 2,347 547

未払金の増減額（△は減少） △2,836 △33,090

前受金の増減額（△は減少） △161 34,580

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,761 11,003

その他 △81,103 66,853

小計 1,448,448 1,535,414

利息及び配当金の受取額 3,519 6,174

利息の支払額 △131,082 △99,403

訴訟和解金の支払額 △60,000 △400

災害損失の支払額 － △16,020

法人税等の支払額 △61,948 △435,918

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,198,937 989,847
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 △238,728 △303,754

定期預金の払戻による収入 258,667 238,734

有形固定資産の取得による支出 △302,734 △800,799

無形固定資産の取得による支出 △7,856 △3,926

固定資産の除却による支出 △28,545 △53,635

貸付けによる支出 △54,253 △21,283

貸付金の回収による収入 11,909 12,355

有形固定資産の売却による収入 － 11,000

投資有価証券の取得による支出 △135,332 △6,476

長期前払費用の取得による支出 △1,942 △11,745

敷金及び保証金の差入による支出 △134,734 △141,989

敷金及び保証金の回収による収入 75,560 203,380

その他 △2,618 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △560,608 △878,120

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 591,000 1,489,685

長期借入金の返済による支出 △2,003,426 △1,899,517

社債の発行による収入 1,177,403 784,735

社債の償還による支出 △360,000 △600,000

株式の発行による収入 6,659 18,881

割賦債務の返済による支出 △289,856 △228,438

リース債務の返済による支出 △25,251 △30,381

配当金の支払額 △90,632 △90,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △994,105 △555,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,891 405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △362,666 △443,414

現金及び現金同等物の期首残高 3,776,466 3,155,451

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,413,799 2,712,037
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第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 

【所在地別セグメント情報】 

前第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。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（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。 

  

【セグメント情報】 

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。 

 具体的には当社は、「直営事業」及び「ＦＣ事業」につき本社に事業本部を置き、各事業本部は、事業展開につ

いての包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 すなわち当社は、事業本部を基礎とした事業形態別のセグメントから構成されており、「直営事業」及び「ＦＣ

事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「直営事業」は、国内及び海外において「まいどおおきに食堂」、「串家物語」、「手作り居酒屋かっぽう

ぎ」、「麺之庄つるまる饂飩」等の運営を行っております。「ＦＣ事業」は、主に加盟店の経営指導等の事業を行

っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

     
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  667,339  1,567,103  △689,980  877,122
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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３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年9月30日）          （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△732,042千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。

全社費用の主なものは、提出会社の管理部門等の経費であります。 

   ２．セグメント利益は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 「直営事業」セグメントにおいて、当第３四半期連結累計期間に営業活動から生ずる収益が著しく低下した

店舗等について、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては

215,766千円であります。 

  

（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。  

   

該当事項はありません。  

  

  

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） 直営事業 ＦＣ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  14,390,556  1,163,696  15,554,252  －  15,554,252

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  14,390,556  1,163,696  15,554,252  －  15,554,252

セグメント利益  888,534  672,946  1,561,480  △732,042  829,437

（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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