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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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6月期第2四半期 6,088 6.6 432 △2.7 445 3.9 218 5.1
21年6月期第2四半期 5,709 ― 444 ― 428 ― 207 ―

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6月期第2四半期 177.61 174.32
21年6月期第2四半期 170.34 168.08

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6月期第2四半期 7,506 1,814 24.1 1,473.62
21年6月期 7,181 1,626 22.6 1,321.37

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  1,813百万円 21年6月期  1,626百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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6月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
22年6月期 ― 25.00
22年6月期 

（予想）
― 25.00 50.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 12,430 7.3 1,028 12.0 1,020 14.0 539 18.8 438.36



4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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6月期第2四半期 1,230,900株 21年6月期  1,230,600株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第2四半期 1,230,622株 21年6月期第2四半期 1,220,100株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想につきましては、平成21年８月11日に公表いたしました内容から、本資料において修正しております。 
２．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仮定等につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 
３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部では景気の悪化に底打ちの兆しがみられるものの、企業業績や

雇用情勢、所得環境の悪化が続き、さらにはデフレ懸念が強まるなど、景気の先行きは不透明な状況で推移しまし

た。 

 外食業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりにより節約志向が強まっており、経営環境は依然として

厳しくなっております。 

 このような状況の中で当社は、直営店の新規出店及びフランチャイズ加盟企業の獲得により業容の拡大を図りなが

ら、経営目標である「お客様の心のリラックス」を実現するために、当社の強みであり接客の基本である「とびっき

りの笑顔」と「心からの元気」の実践を徹底し、顧客満足の向上を図ることで既存店舗の業績向上に取り組んで参り

ました。また、食べ放題を始めとしたお得感が得られるメニューの導入などによって、既存顧客の再来店を促す施策

を実施するとともに、堅実かつ計画的な新規出店や改装を行うことにより、新たな顧客獲得にも努めて参りました。

 店舗展開につきましては、直営店において８店舗の新規出店と５店舗の改装及び１店舗の閉店を、フランチャイズ

店において10店舗の新規出店と２店舗の改装及び４店舗の閉店を実施いたしました。これにより、当第２四半期会計

期間末におけるチェーン全体の店舗数は170店舗（直営店78店舗、フランチャイズ店92店舗）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高6,088,804千円（前年同期比6.6％増）、営業利益432,082千

円（前年同期比2.7％減）、経常利益445,533千円（前年同期比3.9％増）、四半期純利益218,570千円（前年同期比

5.1％増）となりました。 

 焼肉部門におきましては、４店舗の新規出店と５店舗の改装を実施し、売上高3,093,373千円（前年同期比5.7％

増）となりました。 

 専門店部門におきましては、売上高320,815千円（前年同期比1.5％減）となりました。 

 中華部門におきましては、２店舗を新規出店し、売上高1,162,374千円（前年同期比12.5％増）となりました。 

 お好み焼部門におきましては、２店舗の新規出店と１店舗の閉店を実施し、売上高805,259千円（前年同期比2.8％

減）となりました。 

 フランチャイズ部門におきましては、焼肉業態において２店舗の改装と１店舗の閉店を、中華業態においては８店

舗の新規出店を、お好み焼き業態においては２店舗の新規出店と３店舗の閉店を実施しました。売上高については、

加盟契約店舗数の増加による売上ロイヤルティ収入の増加等により、706,981千円（前年同期比18.7％増）となりま

した。 

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は7,506,722千円となり、前事業年度末と比較して324,754千円の増加となりまし

た。これは主に設備投資により有形固定資産が増加したこと等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の負債は5,692,588千円となり、前事業年度末と比較して136,953千円の増加となりました。

これは主に設備投資のための借入金が増加したこと等によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産は1,814,134千円となり、前事業年度末と比較して187,800千円の増加となりまし

た。これは主に利益剰余金の増加によるものであり、自己資本比率は24.1％となりました。 

  

  

 通期業績予想の修正に関する定性的情報は次のとおりです。 

 平成22年６月期第２四半期累計期間は、企業業績や雇用情勢、所得環境の悪化が続き、さらにはデフレ懸念が強ま

るなど、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

外食業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりにより節約志向が強まっており、経営環境は依然として

厳しくなっております。 

当社につきましても、デフレ傾向の中で業績の向上に努めましたが、既存店舗の客数の減少、客単価の低下により

売上が低迷いたしました。 

今後も国内外の景況感は引き続き厳しい状況にあり、経営環境はますます厳しくなってくるものと予想されます。

通期の業績予想につきましては、かかる状況を踏まえまして、売上高につきましては当初の予想を639百万円下回

る12,430百万円となる見込みであります。 

なお、当初想定をしていた原油価格高騰による食材価格の上昇やエネルギー価格の上昇が当期は当初想定より抑制

されると見込んでおります。また、より一層の企業努力を図り、管理部門でのコスト削減と店舗の収益性の向上に努

めて参ります。そのために、営業利益・経常利益・当期純利益につきましては、当初の予想通りとなる見込みであり

ます。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

  

①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、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。 

②税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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に当該見積実効税率を乗じて計算しております。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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

４．その他

（１）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

（２）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



５．四半期財務諸表 
（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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,434,365 1,488,926

売掛金 189,372 175,751

商品及び製品 106,240 75,959

原材料及び貯蔵品 13,516 10,172

その他 259,959 220,109

貸倒引当金 △56 △52

流動資産合計 2,003,397 1,970,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,543,847 2,366,878

その他（純額） 1,158,277 1,069,192

有形固定資産合計 3,702,124 3,436,071

無形固定資産 72,691 73,074

投資その他の資産   

差入保証金 1,326,338 1,292,854

その他 402,172 409,102

投資その他の資産合計 1,728,510 1,701,956

固定資産合計 5,503,325 5,211,101

資産合計 7,506,722 7,181,968

負債の部   

流動負債   

買掛金 400,688 300,681

短期借入金 165,167 155,000

1年内返済予定の長期借入金 1,085,900 1,036,292

未払法人税等 205,218 353,978

株主優待引当金 11,631 －

その他 798,567 789,607

流動負債合計 2,667,172 2,635,559

固定負債   

長期借入金 2,277,494 2,173,466

退職給付引当金 102,670 92,925

役員退職慰労引当金 156,440 152,330

その他 488,812 501,353

固定負債合計 3,025,416 2,920,075

負債合計 5,692,588 5,555,634



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 413,260 412,700

資本剰余金 318,925 318,925

利益剰余金 1,081,759 893,953

株主資本合計 1,813,944 1,625,578

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64 500

評価・換算差額等合計 △64 500

新株予約権 255 255

純資産合計 1,814,134 1,626,333

負債純資産合計 7,506,722 7,181,968



（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20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,709,269 6,088,804

売上原価 1,666,590 1,720,193

売上総利益 4,042,679 4,368,611

販売費及び一般管理費 3,598,167 3,936,529

営業利益 444,512 432,082

営業外収益   

受取利息 6,061 6,253

受取配当金 71 45

受取賃貸料 9,780 9,780

協賛金収入 19,068 39,347

その他 3,118 3,091

営業外収益合計 38,100 58,517

営業外費用   

支払利息 40,654 34,791

賃貸収入原価 9,000 9,000

その他 4,299 1,274

営業外費用合計 53,953 45,066

経常利益 428,658 445,533

特別利益   

固定資産売却益 － 12

補助金収入 1,228 －

特別利益合計 1,228 12

特別損失   

固定資産除却損 35,563 15,099

解約精算金 － 12,600

その他 1,769 8,030

特別損失合計 37,332 35,730

税引前四半期純利益 392,554 409,815

法人税等 184,719 191,244

四半期純利益 207,835 218,570



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,879,972 2,937,560

売上原価 843,966 833,711

売上総利益 2,036,005 2,103,848

販売費及び一般管理費 1,824,049 1,975,407

営業利益 211,955 128,441

営業外収益   

受取利息 3,018 3,118

受取配当金 26 23

受取賃貸料 4,890 4,890

協賛金収入 9,965 19,994

その他 1,183 1,592

営業外収益合計 19,083 29,618

営業外費用   

支払利息 20,249 17,088

賃貸収入原価 4,500 4,500

その他 3,401 748

営業外費用合計 28,150 22,336

経常利益 202,888 135,723

特別損失   

固定資産除却損 23,398 12,692

解約精算金 － 12,600

その他 153 －

特別損失合計 23,551 25,292

税引前四半期純利益 179,337 110,430

法人税等 86,634 53,902

四半期純利益 92,703 56,528



（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20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31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 392,554 409,815

減価償却費 199,947 222,285

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12 4

株主優待引当金の増減額（△は減少） － 11,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,931 9,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,330 4,110

受取利息及び受取配当金 △6,133 △6,298

支払利息 40,654 34,791

有形固定資産売却損益（△は益） － △12

補助金収入 △1,228 －

有形固定資産除却損 23,448 12,622

投資有価証券評価損益（△は益） 1,769 2,884

売上債権の増減額（△は増加） △37,564 △13,620

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,460 △33,625

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,070 △39,191

仕入債務の増減額（△は減少） 109,111 100,007

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,811 △37,662

未払費用の増減額（△は減少） 60,668 50,175

その他の負債の増減額（△は減少） 37,925 △43,975

預り保証金の増減額（△は減少） 40,500 12,560

その他 △354 2,746

小計 760,230 698,992

利息及び配当金の受取額 134 57

利息の支払額 △40,396 △34,516

法人税等の支払額 △246,210 △338,421

営業活動によるキャッシュ・フロー 473,757 326,111

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1 △0

有形固定資産の取得による支出 △526,840 △469,946

有形固定資産の売却による収入 － 190

無形固定資産の取得による支出 △1,209 △10,637

投資有価証券の取得による支出 △600 －

差入保証金の差入による支出 △100,842 △68,927

差入保証金の回収による収入 62,939 40,742

その他 830 △303

投資活動によるキャッシュ・フロー △565,723 △508,882



（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 154,000 10,167

長期借入れによる収入 449,000 687,000

長期借入金の返済による支出 △539,406 △533,364

割賦債務の返済による支出 △5,472 △5,553

株式の発行による収入 － 560

配当金の支払額 △48,276 △30,599

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,845 128,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,120 △54,561

現金及び現金同等物の期首残高 1,242,502 1,487,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,160,381 1,433,359



 該当事項はありません。 

  

  

 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

６．その他の情報
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