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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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12月期第3四半期 7,015 14.3 932 39.7 973 38.8 559 51.2
21年12月期第3四半期 6,137 ― 667 ― 701 ― 370 ―

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 23,782.20 ―

21年12月期第3四半期 15,731.25 ―

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 5,119 3,766 73.6 160,073.29
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3四半期  3,766百万円 21年12月期  3,277百万円

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 ― 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

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） 
（％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 9,400 12.4 1,170 26.5 1,200 24.4 620 23.8 26,349.34



(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 

（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） 

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 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12月期3Q  24,580株 21年12月期  24,580株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  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3Q  23,530株 21年12月期3Q 23,530株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部の業種で持ち直しの兆しが見られるものの、急速な円高の進

行や株価の低迷もあり、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。主な取り組みといたしましては、「かつや」においてデリバリー及び朝食を取り扱う店舗数の拡大やフ

ェアメニューを１か月周期で実施したことなどにより、「かつや」直営店の１～９月度既存店売上高前年比は

103.7％と好調に推移いたしました。出退店の状況は、「かつや」につきましては、直営店５店舗、ＦＣ店５店舗

を出店し、直営店１店舗を閉店いたしました。「鯛焼き処武蔵家」につきましては、直営店９店舗、ＦＣ店２店舗

を出店し、直営店２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３四半期末における店舗数は、かつや直営店72

店舗、かつやＦＣ店84店舗、武蔵家直営店13店舗、武蔵家ＦＣ店２店舗、その他直営店９店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は7,015百万円（前年同期比14.3％増）、営業利益は932百万

円（同39.7％増）、経常利益は973百万円（同38.8％増）、四半期純利益は559百万円（同51.2％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３四半期会計期間末における総資産は、5,119百万円となり、前事業年度末比490百万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286百万円増加したことと、有形固定資産、敷金及び保証金

の増加等により固定資産が203百万円増加したことによるものであります。 

負債は、1,352百万円となり、前事業年度末比１百万円の増加となりました。 

これは主に、買掛金の減少により流動負債が46百万円減少しましたが、受入保証金の増加により固定負債が47百

万円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489百万円の増加となり、自己資本比率は73.6％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、807百万円（前年同期比95.7％増）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益954百万円に加えて、現金支出を伴わない減価償却費134百万円等があったもの

の、法人税等を308百万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、505百万円（前年同期比113.7％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367百万円及び敷金・保証金の差入による支出149百万円があったこ

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） 

財務活動の結果使用した資金は、10百万円（前年同期比61.3％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65百万円があったものの、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３四半期末残高は、前事業年度末に比較して291百万円増加し1,778百万

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３四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,778,542 1,487,255

売掛金 253,666 268,752

商品 52,423 68,197

原材料及び貯蔵品 16,884 26,413

その他 213,770 178,225

貸倒引当金 △1,400 △1,500

流動資産合計 2,313,885 2,027,343

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,035,307 983,193

その他（純額） 228,288 217,275

有形固定資産合計 1,263,596 1,200,469

無形固定資産 4,425 6,278

投資その他の資産   

敷金及び保証金 921,911 844,081

建設協力金 447,148 439,486

その他 168,194 111,024

投資その他の資産合計 1,537,254 1,394,592

固定資産合計 2,805,275 2,601,339

資産合計 5,119,161 4,628,683

負債の部   

流動負債   

買掛金 354,234 402,766

未払法人税等 260,526 164,009

賞与引当金 21,626 －

その他 375,828 491,755

流動負債合計 1,012,216 1,058,532

固定負債   

受入保証金 335,137 282,627

その他 5,283 10,078

固定負債合計 340,421 292,706

負債合計 1,352,637 1,351,238
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９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 2,980,456 2,491,451

自己株式 △78,750 △78,750

株主資本合計 3,766,588 3,277,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64 △139

評価・換算差額等合計 △64 △139

純資産合計 3,766,524 3,277,444

負債純資産合計 5,119,161 4,628,683
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 6,137,338 7,015,894

売上原価 2,568,112 2,801,401

売上総利益 3,569,226 4,214,493

販売費及び一般管理費 2,901,642 3,281,669

営業利益 667,583 932,823

営業外収益   

受取利息 5,456 8,095

協賛金収入 19,977 22,707

雑収入 9,803 12,413

営業外収益合計 35,237 43,217

営業外費用   

雑損失 1,255 2,142

営業外費用合計 1,255 2,142

経常利益 701,566 973,898

特別利益   

店舗等解約補償金 6,590 2,115

固定資産受贈益 5,707 －

その他 300 100

特別利益合計 12,598 2,215

特別損失   

固定資産除却損 13,975 12,951

店舗閉鎖損失 64,962 9,023

その他 134 34

特別損失合計 79,072 22,009

税引前四半期純利益 635,092 954,104

法人税、住民税及び事業税 227,441 410,073

法人税等調整額 37,494 △15,564

法人税等合計 264,936 394,509

四半期純利益 370,156 559,595
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 635,092 954,104

減価償却費 124,691 134,927

固定資産除却損 13,975 12,951

店舗閉鎖損失 64,962 9,023

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,425 21,626

受取利息 △5,456 △8,095

売上債権の増減額（△は増加） △91,017 15,086

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,909 25,302

その他の資産の増減額（△は増加） 64,981 19,953

仕入債務の増減額（△は減少） △66,041 △48,531

その他の負債の増減額（△は減少） △43,215 △20,458

その他 △12,464 △2,181

小計 738,841 1,113,708

利息の受取額 41 2,371

法人税等の支払額 △326,070 △308,182

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,813 807,896

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 △131,437 △367,184

有形固定資産の売却による収入 － 55,225

敷金及び保証金の差入による支出 △141,722 △149,873

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

その他 36,348 △44,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,811 △505,948

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 25,400 65,547

預り保証金の返還による支出 △5,879 △5,618

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 △27,539 △10,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,462 291,287

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 1,016,517 1,778,542
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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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