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1.  平成24年6月期第1四半期の業績（平成23年7月1日～平成23年9月30日） 

（注）当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しましたが、前期首の当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純
利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

24年6月期第1四半期 4,396 14.9 418 25.4 429 25.8 272 117.1
23年6月期第1四半期 3,824 21.3 334 10.0 341 10.0 125 △22.5

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

24年6月期第1四半期 55.17 54.98
23年6月期第1四半期 29.73 29.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 9,758 4,262 43.5
23年6月期 9,869 4,037 40.8
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  4,254百万円 23年6月期  4,030百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成23年６月期期末配当金の内訳 普通配当金10円00銭 記念配当2円00銭 

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

23年6月期 ― 9.00 ― 12.00 21.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,935 15.5 636 △10.9 650 △11.2 323 △4.8 65.50
通期 18,847 19.7 1,478 23.7 1,500 21.8 763 43.9 154.51



(1) 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、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期1Q 4,952,282 株 23年6月期 4,935,182 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 714 株 23年6月期 714 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 4,940,719 株 23年6月期1Q 1,407,319 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、平成23年11月４日付にて、四半期財務諸表に対する四半期レビュ
ー手続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 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
  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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 （株式分割についてのご注意） 
  当社は、平成22年12月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務問題や米国債の格付け引き下げなどによる円高の進行

や国内株式市場の低迷、さらには東日本大震災を契機とする原発問題の長期化や電力供給抑制により消費の自粛ム

ードが続くなど、先行き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が継続している中、産業界における休日の変更、セシ

ウム汚染稲わら給餌牛による焼肉業界への不信感などから、経営環境は依然として厳しくなっております。 

 このような環境の中で当社は、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、成長力のある業態を中心とした新規出店を推し進めるとともに、メディアを通じた販売促進

活動を行うなど、ブランドの確立に努めて参りました。さらに、愛知県小牧市に物語フードファクトリー（製麺工

場）を設立し、「丸源ラーメン」及び「二代目丸源」で使用する麺の供給を試験的に開始しました。 

 店舗展開につきましては、直営店において３店舗の新規出店と４店舗の閉店を、フランチャイズ店において７店

舗の新規出店と３店舗の閉店を実施いたしました。これにより、当第１四半期会計期間末におけるチェーン全体の

店舗数は 店舗（直営店 店舗、フランチャイズ店 店舗）となりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％増）、営業利益

千円（前年同期比 ％増）、経常利益 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 千円（前年同

期比 ％増）となりました。 

  

 当第１四半期累計期間におけるセグメント別の概況については、当社の事業は単一セグメントでありますので、

その概況を部門別に示すと次のとおりであります。  

 焼肉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 千円（前年同期比

％増）となりました。 

 ラーメン部門におきましては、１店舗の新規出店と１店舗の閉店を実施し、売上高 千円（前年同期比

％増）となりました。 

 お好み焼部門におきましては、２店舗の閉店を実施し、売上高 千円（前年同期比 ％増）となりまし

た。 

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

 フランチャイズ部門におきましては、焼肉業態で４店舗の新規出店を実施し、ラーメン業態で３店舗の新規出店

と２店舗の閉店を実施し、お好み焼き業態で１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、 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の減少となりま

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一方、現金及び預金が減少したこと等によるものであり

ます。  

 当第１四半期会計期間末の負債は 千円となり、前事業年度末と比較して 千円の減少となりまし

た。これは主に設備関係未払金が減少したこと等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末と比較して 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 ％となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期の業績予想につきましては、平成23年８月11日に公表しました内容に変更はございません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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。 

 税金費用については、当第１四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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

216 96 120

4,396,137 14.9 418,982

25.4 429,153 25.8 272,565

117.1

2,527,337 20.5

793,546 7.0

447,101 0.2

161,946 3.9

466,204 20.9

9,758,591 111,057

5,495,608 336,999

4,262,982 225,942

43.5

２．サマリー情報（その他）に関する事項



（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月

30日）を適用しております。 

  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

  なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益に与える影響はありません。  

  

  



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,885,099 2,577,850 

売掛金 205,887 222,469 

商品及び製品 106,353 117,427 

原材料及び貯蔵品 14,141 12,932 

その他 386,564 312,330 

貸倒引当金 △62 △66 

流動資産合計 3,597,983 3,242,944 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,165,472 3,299,204 

その他（純額） 1,311,976 1,387,444 

有形固定資産合計 4,477,448 4,686,648 

無形固定資産 71,672 75,316 

投資その他の資産   

差入保証金 1,352,618 1,325,416 

その他 372,082 430,367 

貸倒引当金 △2,157 △2,101 

投資その他の資産合計 1,722,543 1,753,681 

固定資産合計 6,271,665 6,515,647 

資産合計 9,869,648 9,758,591 

負債の部   

流動負債   

買掛金 435,190 504,410 

短期借入金 153,600 268,330 

未払法人税等 353,218 222,045 

賞与引当金 － 88,380 

株主優待引当金 12,086 27,314 

その他 2,092,606 1,671,022 

流動負債合計 3,046,702 2,781,503 

固定負債   

長期借入金 1,863,570 1,768,781 

退職給付引当金 142,293 153,562 

役員退職慰労引当金 170,790 170,150 

資産除去債務 101,175 105,355 

その他 508,078 516,256 

固定負債合計 2,785,906 2,714,105 

負債合計 5,832,608 5,495,608 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,176,096 1,186,749 

資本剰余金 1,059,600 1,059,600 

利益剰余金 1,795,918 2,009,270 

自己株式 △911 △911 

株主資本合計 4,030,704 4,254,709 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △321 △468 

評価・換算差額等合計 △321 △468 

新株予約権 6,657 8,741 

純資産合計 4,037,040 4,262,982 

負債純資産合計 9,869,648 9,758,591 



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,824,238 4,396,137 

売上原価 1,128,959 1,326,181 

売上総利益 2,695,279 3,069,955 

販売費及び一般管理費 2,361,207 2,650,973 

営業利益 334,071 418,982 

営業外収益   

受取利息 3,033 2,625 

受取配当金 31 31 

協賛金収入 21,081 20,598 

その他 2,838 2,917 

営業外収益合計 26,984 26,172 

営業外費用   

支払利息 15,018 11,455 

貸倒引当金繰入額 2,489 － 

その他 2,523 4,546 

営業外費用合計 20,030 16,001 

経常利益 341,025 429,153 

特別利益   

店舗売却益 － 58,012 

貸倒引当金戻入額 2 － 

特別利益合計 2 58,012 

特別損失   

固定資産除却損 11,371 3,334 

店舗閉鎖損失 54,063 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,651 － 

その他 1,823 － 

特別損失合計 107,910 3,334 

税引前四半期純利益 233,117 483,831 

法人税等 107,593 211,265 

四半期純利益 125,524 272,565 



 該当事項はありません。  

  

  

 当社は飲食店事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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