
  

１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

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 

  

３．平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  4,627  14.4  626  43.9  659  42.1  377  55.1

21年12月期第２四半期  4,044  －  435  －  463  －  243  －

  
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２四半期  16,032  15  －  －

21年12月期第２四半期  10,338  28  －  －

  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２四半期  4,994  3,584  71.8  152,323  35

21年12月期  4,628  3,277  70.8  139,287  90

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 3,584百万円 21年12月期 3,277百万円

  
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 

21年12月期  －  －  0 00 － － 3,000 00  3,000  00

22年12月期  －  －  0 00

22年12月期（予想） － － 3,000 00  3,000  00

  （％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  9,400  12.4  1,170  26.5  1,200  24.4  620  23.8  26,349  34



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 24,580株 21年12月期 24,580株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 1,050株 21年12月期 1,050株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 23,530株 21年12月期２Ｑ 23,530株



  

  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速や

かに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年８月10日（火）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、中国などの新興国への輸出の増加や、景気対策の効果から一部の

業種で持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状況で

推移いたしました。 

 外食業界におきましては、個人消費の低迷を背景に低価格競争が繰り返されるなど、デフレ傾向が加速し、厳し

い経営環境が継続しております。 

 このような環境下、当社におきましては、引続き客数拡大を最重要課題に掲げ、顧客満足度の向上に努めてまい

りました。客数拡大に向けた施策の反響や、５月のテレビ番組の放映などが奏功し、１～６月度の「かつや」直営

店の既存店売上高前年比は104.2％で推移いたしました。出退店の状況は、「かつや」につきましては、直営店２

店舗、ＦＣ店３店舗を出店いたしました。「鯛焼き処武蔵家」につきましては、直営店８店舗、ＦＣ店１店舗を出

店し、直営店１店舗を閉店いたしました。その他直営店につきましては、「天丼あきば」を２店舗出店し、フード

コート内店舗など５店舗を閉店いたしました。その結果、当第２四半期末における店舗数は、かつや直営店70店

舗、かつやＦＣ店82店舗、武蔵家直営店13店舗、武蔵家ＦＣ店１店舗、その他直営店９店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,627百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益は626百万

円（同43.9％増）、経常利益は659百万円（同42.1％増）、四半期純利益は377百万円（同55.1％増）となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、4,994百万円となり、前事業年度末比365百万円の増加となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加により流動資産が300百万円増加したことと、敷金及び保証金の増加により

固定資産が65百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、1,410百万円となり、前事業年度末比59百万円の増加となりました。これは主に、買掛金が減少しまし

たが、未払法人税等及び受入保証金が増加したことによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末比306百万円の増加となり、自己資本比率は71.8％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下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、600百万円（前年同期比47.9％増）となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益643百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費85百万円等があったもの

の、法人税等を151百万円支払ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、276百万円（前年同期比52.0％増）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224百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は、26百万円（前年同期比26.0％減）となりました。 

 これは主に、預り保証金の受入による収入45百万円があったものの、配当金の支払70百万円を行ったことによる

ものであります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前事業年度末に比較して297百万円増加し1,784百万

円となりました。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当期の業績予想につきましては、平成22年７月20日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載の業績予想に変更はありません。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）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費の算定方法は、定率法を採用しているものについては事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法としております。 

  

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,784,847 1,487,255

売掛金 253,230 268,752

商品 41,263 68,197

原材料及び貯蔵品 17,409 26,413

その他 232,002 178,225

貸倒引当金 △1,400 △1,500

流動資産合計 2,327,354 2,027,343

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 982,665 983,193

その他（純額） 215,495 217,275

有形固定資産合計 1,198,161 1,200,469

無形固定資産 5,043 6,278

投資その他の資産   

敷金及び保証金 888,826 844,081

建設協力金 457,652 439,486

その他 117,510 111,024

投資その他の資産合計 1,463,989 1,394,592

固定資産合計 2,667,194 2,601,339

資産合計 4,994,548 4,628,683

負債の部   

流動負債   

買掛金 326,780 402,766

未払法人税等 306,343 164,009

賞与引当金 34,260 －

その他 415,243 491,755

流動負債合計 1,082,629 1,058,532

固定負債   

受入保証金 321,237 282,627

その他 6,514 10,078

固定負債合計 327,751 292,706

負債合計 1,410,380 1,351,238
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 456,320 456,320

資本剰余金 408,562 408,562

利益剰余金 2,798,097 2,491,451

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 3,584,230 3,277,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61 △139

評価・換算差額等合計 △61 △139

純資産合計 3,584,168 3,277,444

負債純資産合計 4,994,548 4,628,683
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,044,961 4,627,303

売上原価 1,704,586 1,845,272

売上総利益 2,340,375 2,782,030

販売費及び一般管理費 1,905,168 2,155,680

営業利益 435,207 626,350

営業外収益   

受取利息 3,596 5,364

協賛金収入 18,863 20,956

雑収入 7,131 8,543

営業外収益合計 29,591 34,864

営業外費用   

雑損失 911 2,094

営業外費用合計 911 2,094

経常利益 463,888 659,120

特別利益   

店舗等解約補償金 3,590 2,115

固定資産受贈益 5,707 －

その他 300 100

特別利益合計 9,598 2,215

特別損失   

固定資産除却損 7,542 9,521

店舗閉鎖損失 48,609 8,750

その他 － 34

特別損失合計 56,151 18,307

税引前四半期純利益 417,335 643,028

法人税、住民税及び事業税 181,042 295,981

法人税等調整額 △6,966 △30,189

法人税等合計 174,075 265,792

四半期純利益 243,259 377,236
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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 417,335 643,028

減価償却費 81,526 85,977

固定資産除却損 7,542 9,521

店舗閉鎖損失 48,609 8,750

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,073 34,260

受取利息 △3,596 △5,364

売上債権の増減額（△は増加） 63,475 15,521

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,370 35,937

その他の資産の増減額（△は増加） 45,166 3,597

仕入債務の増減額（△は減少） △82,147 △75,986

その他の負債の増減額（△は減少） △62,110 △2,814

その他 △9,598 △2,181

小計 575,645 750,248

利息の受取額 31 1,451

法人税等の支払額 △169,839 △151,647

営業活動によるキャッシュ・フロー 405,837 600,052

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 △91,932 △224,668

有形固定資産の売却による収入 － 55,225

貸付けによる支出 － △1,000,000

貸付金の回収による収入 － 1,000,000

敷金及び保証金の差入による支出 △96,444 △106,297

その他 6,711 △409

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,664 △276,150

財務活動によるキャッシュ・フロー   

預り保証金の受入による収入 17,400 45,900

預り保証金の返還による支出 △5,879 △1,618

配当金の支払額 △47,060 △70,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,539 △26,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 188,633 297,592

現金及び現金同等物の期首残高 868,055 1,487,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,056,688 1,784,847
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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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