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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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 ％

21年5月期第3四半期 29,355 ― 2,795 ― 2,908 ― 1,221 ―

20年5月期第3四半期 28,844 5.7 3,003 15.6 3,115 15.5 1,259 31.7

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

21年5月期第3四半期 76.53 ―

20年5月期第3四半期 78.90 ―

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

21年5月期第3四半期 27,892 18,159 65.1 1,137.60
20年5月期 28,726 17,648 61.4 1,105.56

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  18,159百万円 20年5月期  17,648百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― ― ― 37.00 37.00
21年5月期 ― ― ― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ――― 37.00 37.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31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  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 39,300 1.9 3,610 △6.3 3,770 △5.5 1,670 △2.2 104.62

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  無  

(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） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期  15,963,000株 20年5月期  15,963,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  50株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期  15,962,993株 20年5月期第3四半期  15,963,000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.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。 
2.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１.経営成績に関する定性的情報

【四半期別店舗売上高等推移表（国内）】

【出店状況】 （店）

内直営 内直営 ①ｰ② 内直営 内直営

32 16 13 9 19 △ 6 1,134 258

3 3 － － 3 3 27 27

3 3 － － 3 3 6 6

1 1 － － 1 1 1 1

39 23 13 9 26 1 1,168 292

－ － － － － － 4 －

3 － － － 3 － 12 －

2 － － － 2 － 5 －

1 － － － 1 － 2 －

3 － － － 3 － 3 －

9 － － － 9 － 26 －

48 23 13 9 35 1 1,194 292

おります。

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、米国発の金融危機が実体経済に波及し、100年に一度

海外におきましては、新たな展開エリアであるタイに３店舗新規出店するなど、東アジア地域で９店舗の出店

と言われる世界的な大不況となる中で、輸出の減少や急激な円高などにより企業収益が悪化し、他の先進
国と比べても景気の落ち込み幅が大きくなるなど厳しい環境となりました。

外食業界におきましては、こういった外部環境の下での雇用環境の悪化、個人所得の伸び悩み、先行きの
不安感などにより消費マインドの低下が続き、厳しい状況で推移しました。

このような状況の中、当社といたしましては、「既存店の売上強化」を最重要課題として「宅配の取り組み強化」、
「ニュータイプ店舗への改装」、「期間限定メニューの投入」などの営業施策を引き続き推し進めてまいりました。

宅配の取り組み強化につきましては、店内価格より100円高い宅配価格の導入を段階的に進め、12月か
らは全宅配導入店舗で実施しております。また、宅配取り扱い店舗数は、当第３四半期累計期間中に36店舗
増加し615店舗（国内CoCo壱番屋の54.2％）となり、宅配全体の売上高は、前年同期比1.8％増の54億22百
万円となりました。

ニュータイプ店舗への改装につきましては、60店舗の改装を実施し、新規出店と合わせて、平成21年２月
末時点で、国内CoCo壱番屋の52.1％にあたる591店舗がニュータイプ店舗となっております。

期間限定メニューにつきましては、夏に「チキンと夏野菜カレー」、秋に「手仕込ささみカツカレー」などを販売し、
1月からは「グランドマザーカレー」を対象とした、スクラッチカードによる「スプーンプレゼントキャンペーン」を実
施するなど、さらなる売り上げの強化に取り組みました。

こうした取り組みの結果、当第３四半期累計期間における店舗売上高は、全店ベースで前年同期比1.8％の

となりましたが、客数は低調に推移し前年同期比5.1％の減少となりました。
客単価は、昨年度のポークカレーの値上げや、宅配価格の100円アップによって、前年同期比3.6％の増加

増加、既存店ベースで前年同期比1.8％の減少となりました。

　   全店売上高 1.84.6 3.5 △ 2.5

既存店売上高 △ 1.8

客   数

1.0 △ 0.4 △ 5.6

△ 6.5

0.9

次に、当第３四半期累計期間における国内での出店状況につきましては、新規出店を39店舗、退店を13店
舗行った結果、26店舗の純増となり、平成21年2月末時点での国内店舗数は1,168店舗となりました。

を行った結果、平成21年２月末時点での海外店舗数は26店舗となりました。

△ 5.1

客単価 3.6

△ 3.5

4.6

△ 5.5

5.4

  この結果、平成21年２月末時点の国内外の総店舗数は1,194店舗となりました。

　国内業態別・海外エリア別の出店状況につきましては、以下のとおりであります。

①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成21年2月末店舗数

国
内

CoCo壱番屋（※）

パスタ・デ・ココ

麺屋ここいち

粥茶寮kassai

小計

合　計

　（※）CoCo壱番屋におきましては、直営店からFC店への譲渡を17店舗、FC店から直営店への譲受を４店舗実施して

台湾

韓国

海
外

米国（ハワイ）

中国

タイ

小計

  四半期毎の売上高・客数・客単価の前年同期比増減率は、以下のとおりであります。

第1四半期
（Ｈ20/6-8）

第2四半期
（Ｈ20/9-11）

第3四半期
（Ｈ20/12-Ｈ21/2）

（前年同期比、％）

当第3四半期累計
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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

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
1. 簡便な会計処理

　該当事項はありません。

2. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
　該当事項はありません。

（2）四半期財務諸表の作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

1.

い四半期財務諸表を作成しております。

2.

切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

21百万円と前年同期比3.0％の減益となりました。

こうした結果、当第３四半期累計期間の売上高は、293億55百万円と前年同期比1.8％の増収となりました。

店で新規出店や改装を進めたことや、本部でスーパーバイザーを中心に増員したことなどで販管費が増加し、経常
利益は29億８百万円と前年同期比6.6％の減益となりました。

四半期純利益は、減損損失が前年同期と比べ2億21百万円少ない、４億70百万円の計上に留まったことで12億

利益面では、ポークカレーや宅配価格の値上げ効果があったものの、原材料価格が高止まりした他、直営

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

があったこと等により19億14百万円の増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取

　平成21年５月期の業績予想につきましては、平成21年１月７日に公表いたしました業績予想に変更ありません。

これは主に有形固定資産が減損損失の計上により減少したこと等によるものであります。負債につきましては前

また、当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが、税引前四半期純利

益23億82百万円の計上、減損損失４億70百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払16億85百万円

末比６百万円増加し、49億65百万円となりました。

であります。

※前年同期比増減率（前年同期の金額）は参考として記載しております。

得による支出11億円等により９億47百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の返

済による支出31億円や配当金の支払額５億90百万円があった一方で、短期借入れによる収入30億円があった

こと等により９億60百万円減少しました。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度

事業年度末比13億44百万円の減少となりました。これは主に借入金が３億69百万円減少したこと等によるもの

当第３四半期会計期間末の総資産は、278億92百万円で前事業年度末比８億33百万円の減少となりました。
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５．四半期財務諸表 
（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21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,265,980 5,259,634

売掛金 2,053,538 2,216,150

商品 22,148 22,301

製品 284,127 283,198

原材料 131,559 139,558

仕掛品 23,984 8,886

貯蔵品 60,641 60,865

繰延税金資産 103,691 187,529

その他 387,272 539,805

貸倒引当金 △48 △4,179

流動資産合計 8,332,896 8,713,751

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,081,597 6,175,631

構築物（純額） 497,595 541,272

機械及び装置（純額） 368,557 349,660

車両運搬具（純額） 1,296 990

工具、器具及び備品（純額） 303,725 298,350

土地 6,060,751 6,266,343

建設仮勘定 227,668 82,298

有形固定資産合計 13,541,192 13,714,547

無形固定資産 209,015 197,495

投資その他の資産   

投資有価証券 1,637,644 1,839,859

繰延税金資産 712,737 551,439

差入保証金 2,936,407 3,125,071

その他 540,606 598,435

貸倒引当金 △17,872 △14,418

投資その他の資産合計 5,809,524 6,100,386

固定資産合計 19,559,732 20,012,429

資産合計 27,892,628 28,726,180
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,975,459 2,220,830

短期借入金 2,300,000 2,400,000

1年内返済予定の長期借入金 329,800 359,800

未払金 995,941 1,101,045

未払法人税等 356,750 901,297

賞与引当金 112,976 188,599

債務保証損失引当金 － 11,382

その他 368,247 345,826

流動負債合計 6,439,176 7,528,781

固定負債   

長期借入金 517,850 757,700

退職給付引当金 282,519 240,521

長期預り保証金 2,275,806 2,328,942

その他 217,769 222,149

固定負債合計 3,293,944 3,549,313

負債合計 9,733,120 11,078,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,270 1,503,270

資本剰余金 1,388,470 1,388,470

利益剰余金 15,306,135 14,675,108

自己株式 △101 －

株主資本合計 18,197,774 17,566,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,266 81,237

評価・換算差額等合計 △38,266 81,237

純資産合計 18,159,507 17,648,085

負債純資産合計 27,892,628 28,726,180
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 29,355,467

売上原価 15,203,089

売上総利益 14,152,378

販売費及び一般管理費 11,356,686

営業利益 2,795,691

営業外収益  

受取利息及び配当金 42,248

受取家賃 346,237

その他 48,161

営業外収益合計 436,647

営業外費用  

支払利息 30,581

賃貸費用 275,519

その他 17,770

営業外費用合計 323,871

経常利益 2,908,466

特別利益  

店舗売却益 62,531

受取補償金 25,735

その他 6,363

特別利益合計 94,630

特別損失  

固定資産除却損 94,878

減損損失 470,298

その他 55,127

特別損失合計 620,305

税引前四半期純利益 2,382,791

法人税、住民税及び事業税 1,157,682

法人税等調整額 3,450

法人税等合計 1,161,132

四半期純利益 1,221,658
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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 2,382,791

減価償却費 622,244

減損損失 470,298

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,623

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,997

受取利息及び受取配当金 △42,248

支払利息 30,581

売上債権の増減額（△は増加） 162,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,651

仕入債務の増減額（△は減少） △245,371

その他 246,610

小計 3,586,243

利息及び配当金の受取額 42,082

利息の支払額 △27,970

法人税等の支払額 △1,685,517

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,914,838

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 △1,100,153

店舗売却による収入 269,777

出資金の払込による支出 △60,310

その他 △57,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △947,909

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △3,100,000

長期借入金の返済による支出 △269,850

自己株式の取得による支出 △101

配当金の支払額 △590,631

財務活動によるキャッシュ・フロー △960,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,346

現金及び現金同等物の期首残高 4,959,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,965,980
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諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

(5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。

｢参考資料」
　　前年同四半期に係る財務諸表

（1）　（要約）四半期損益計算書
前第３四半期累計期間
 (自　平成19年６月　１日
　至　平成20年2月29日）

金額　（千円）

Ⅰ 売上高 28,844,898

Ⅱ 売上原価 14,647,288

売上総利益 14,197,609

Ⅲ 販売費及び一般管理費 11,194,129

営業利益 3,003,480

Ⅳ 営業外収益 425,331

Ⅴ 営業外費用 313,346

経常利益 3,115,465

Ⅵ 特別利益 115,340

Ⅶ 特別損失 858,116

税引前四半期純利益　 2,372,689

法人税、住民税及び事業税 1,213,250

法人税等調整額 △ 100,097

四半期純利益　　　　　　　　　　　 1,259,536

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

科目
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（2）　（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書
前第３四半期累計期間
 (自　平成19年６月　１日
　至　平成20年2月29日）

金額　（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 2,372,689

減価償却費 616,296

減損損失 691,628

賞与引当金の増減額(△は減少） △ 72,754

退職給付引当金の増減額(△は減少） 27,554

受取利息及び受取配当金 △ 42,212

支払利息 36,233

売上債権の増減額(△は増加） 790

たな卸資産の増減額(△は増加） △ 90,640

仕入債務の増減額(△は減少） △ 46,086

その他 21,306

小計 3,514,803

利息及び配当金の受取額 42,212

利息の支払額 △ 36,588

法人税等の支払額 △ 1,686,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,834,402

Ⅱ 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 △ 818,847

店舗売却による収入 413,266

投資有価証券による支出 △ 292,578

出資による支出 △ 62,100

その他 △ 95,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 855,465

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー

短期借入れによる収入 3,900,000

短期借入金の返済による支出 △ 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △ 424,850

社債償還による支出 △ 150,000

配当金の支払額 △ 510,816

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 1,185,666

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少） △ 206,729

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,616,596

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 4,409,866

６.その他の情報

該当事項はありません。

.

科目

区分
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