
平成22年5月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成22年1月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 壱番屋 上場取引所 東 名 

コード番号 7630 URL http://www.ichibanya.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 浜島俊哉

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営企画室長 （氏名） 阪口裕司 TEL 0586-81-0792
四半期報告書提出予定日 平成22年1月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 18,991 △3.1 1,676 △9.8 1,762 △8.8 766 1.8
21年5月期第2四半期 19,608 ― 1,858 ― 1,932 ― 752 ―

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5月期第2四半期 47.99 ―

21年5月期第2四半期 47.13 ―

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5月期第2四半期 28,775 18,719 65.1 1,172.66
21年5月期 28,836 18,569 64.4 1,163.27

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  18,719百万円 21年5月期  18,569百万円

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5月期 ― ― ― 37.00 37.00

22年5月期 ― ―

22年5月期 
（予想）

― 37.00 37.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22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 38,000 △2.7 3,380 △5.0 3,540 △4.0 1,550 △4.8 97.10
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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） 

(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5月期第2四半期 15,963,000株 21年5月期  15,963,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  50株 21年5月期  50株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 15,962,950株 21年5月期第2四半期 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 

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。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
等について、４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覧下さい。 
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  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の進展や政府の経済対策の効果などにより景気は回

復傾向にあるものの、失業率が過去最高水準に達するなど景気の先行きに対する不透明感もあり、依然として厳しい

状況が続きました。 

  外食業界におきましては、雇用不安や所得の減少等を背景に消費者の生活防衛意識が高まり、外食を控える傾向が

強まりました。 

  このような状況の中、当社といたしましては、当事業年度より新たな営業施策として「ストアレベルマーケティン

グ」をスタートいたしました。 

  「ストアレベルマーケティング」とは、これまでの全国均一のサービスに加えて、それぞれの店舗の特性に応じた

独自のサービスやメニューを、店舗で考え、提供する新たな取り組みです。地元の食材をトッピングに加えたり、週

末にお子様向けのイベントを開催したりするなど、店舗の活性化を図ってまいりました。 

  その他の営業施策といたしましては、「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」を引き続き推進してまいりました。 

  宅配の取り組み強化につきましては、宅配導入を積極的に推進し、宅配取り扱い店舗数は45店舗増の670店舗（国

内CoCo壱番屋の58.6％）となりました。 

  次に、ニュータイプ店舗への改装ですが、44店舗の改装を実施し、新規出店と合わせて、平成21年11月末時点で、

国内CoCo壱番屋の59.1％にあたる675店舗がニュータイプ店舗となりました。 

  メニュー面では、期間限定で夏に「チキンと夏野菜カレー」や「トマトアスパラカレー」、秋に「手仕込ささみカ

ツカレー」や「キーマカレー」などを販売した他、サラダなどのサイドメニューの販促活動にも積極的に取り組みま

した。 

  これらの営業施策に加え、バラエティー番組や情報番組などテレビで取り上げられる機会も増え、その都度売上増

に一定の効果はありましたが、全体を底上げするまでには至らず、当第2四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2.8％減、既存店ベースで前年同期比4.6％減の結果となりました。 

  

   「四半期別店舗売上高等推移表（国内）」                                （前年同期比増減率、％） 

  

  

当第２四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14店舗、退店を９店舗行った結

果、５店舗の純増となり、平成21年11月末時点での国内店舗数は1,181店舗となりました。 

海外におきましては、韓国、タイに各１店舗新規出店し、平成21年11月末時点の海外店舗数は30店舗となりまし

た。 

この結果、平成21年11月末時点の国内外の総店舗数は1,211店舗となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  ６月 ７月   ８月  ９月  10月 11月  当第２四半期累計

全店売上高 △0.4 ±0.0 △5.0 △2.5 △3.8 △4.9 △2.8 

既存店売上高 △3.0 △2.3 △6.7 △3.9 △5.1 △6.0 △4.6 

  客数 △5.3 △4.1 △7.9 △3.4 △5.2 △6.0 △5.4 

客単価 2.4 1.9 1.3 △0.5 0.1 ±0.0 0.8 
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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。 
  
「出店状況」                                         （店） 

（※）CoCo壱番屋におきましては、直営店からFC店への譲渡を７店舗、FC店から直営店への譲受を２店舗実施しております。 

    海外につきましては、すべてCoCo壱番屋の出店であります。 

  

  

  こうした結果、当第２四半期累計期間の売上高は、既存店の売上高が低調に推移したことなどから、189億91百万

円 （前年同期比3.1％減）と減収となりました。 

  そのため、利益面につきましても、営業利益は16億76百万円（同9.8％減）、経常利益は17億62百万円（同8.8％

減）と減益となりました。 

  一方、四半期純利益は、減損損失や法人税等の負担が減少したことなどから７億66百万円（同1.8％増）と増益と

なりました。 

  

  当第２四半期会計期間末の総資産は、287億75百万円で前事業年度末比61百万円の減少となりました。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、前事業年度末比２億11百万円の減少となりました。これは主に借入金が１億64百万円減少し

たこと等によるものであります。 

  また、当第２四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14億28百万円の計上、減価償却費４億82百万円、減損損失３億30百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税

等の支払７億87百万円があったこと等により16億14百万円の増加となりました。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得による支出４億86百万円等により４億10百万円の減少、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22億円、長期借入金の返済による支出１億64百万円、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22億円があったこと等により７億98百万円減少しました。この結

果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比３億88百万円増加し、60億89百万円となりまし

た。 

  

  

  通期の業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年９月28日に公表した通期の業績予想数値

を修正しております。 

  詳細は、平成21年12月24日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

            
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 

平成21年11月末   

店舗数 

  内直営   内直営 ①-②  内直営   内直営 

国

内 

CoCo壱番屋（※）   11    7  9          5  2 △3 1,143   254 

パスタ・デ・ココ 3 3 - - 3 3 30 29 

麺屋ここいち - - - - - - 7 7 

粥茶寮kassai - - - - - - 1 1 

小計 14 10 9 5 5 0 1,181 291 

海

外 

米国（ハワイ） - - - - - - 4 - 

中国 - - 1 - △1 - 12 - 

台湾 - - - - - - 5 - 

韓国 1 - - - 1 - 4 - 

タイ 1 - - - 1 - 5 - 

小計 2 - 1 - 1 - 30 - 

合計 16 10 10 5 6 0 1,211 291 

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
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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．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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,089,504 5,700,873

売掛金 2,067,556 2,061,916

商品及び製品 333,906 346,661

仕掛品 11,396 13,756

原材料及び貯蔵品 188,719 176,486

繰延税金資産 186,652 195,153

その他 387,469 436,562

貸倒引当金 △148 △685

流動資産合計 9,265,057 8,930,725

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,862,700 6,100,265

構築物（純額） 490,818 500,684

機械及び装置（純額） 567,045 605,625

車両運搬具（純額） 809 1,062

工具、器具及び備品（純額） 280,712 282,000

土地 6,060,751 6,060,751

リース資産（純額） 433,479 410,282

建設仮勘定 9,066 72,134

有形固定資産合計 13,705,384 14,032,807

無形固定資産 215,906 207,999

投資その他の資産   

投資有価証券 1,600,069 1,642,800

繰延税金資産 860,732 714,381

差入保証金 2,664,116 2,762,856

その他 571,235 615,264

貸倒引当金 △107,438 △70,280

投資その他の資産合計 5,588,714 5,665,021

固定資産合計 19,510,005 19,905,828

資産合計 28,775,063 28,836,553
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,920,760 1,932,877

短期借入金 2,000,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 299,800 314,800

未払金 906,636 989,901

未払法人税等 813,557 821,234

賞与引当金 220,855 225,673

その他 417,163 415,649

流動負債合計 6,578,774 6,700,135

固定負債   

長期借入金 293,000 442,900

リース債務 383,509 358,081

退職給付引当金 315,894 288,075

債務保証損失引当金 25,958 －

長期預り保証金 2,237,021 2,257,921

その他 221,764 220,268

固定負債合計 3,477,147 3,567,246

負債合計 10,055,921 10,267,382

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 15,888,176 15,712,728

自己株式 △101 △101

株主資本合計 18,779,814 18,604,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,673 △35,195

評価・換算差額等合計 △60,673 △35,195

純資産合計 18,719,141 18,569,171

負債純資産合計 28,775,063 28,836,553
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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20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 19,608,474 18,991,659

売上原価 10,104,243 9,679,369

売上総利益 9,504,230 9,312,289

販売費及び一般管理費 7,645,401 7,635,760

営業利益 1,858,829 1,676,529

営業外収益   

受取利息及び配当金 26,948 22,944

受取家賃 232,216 239,492

その他 29,751 67,837

営業外収益合計 288,915 330,274

営業外費用   

支払利息 21,139 20,656

賃貸費用 181,646 201,400

その他 12,251 21,941

営業外費用合計 215,037 243,998

経常利益 1,932,707 1,762,805

特別利益   

店舗売却益 37,639 11,601

受取補償金 25,735 －

受取和解金 － 86,454

その他 115 －

特別利益合計 63,490 98,055

特別損失   

固定資産除却損 65,995 49,612

減損損失 393,631 330,857

その他 30,700 52,263

特別損失合計 490,327 432,734

税引前四半期純利益 1,505,870 1,428,127

法人税、住民税及び事業税 827,565 782,647

法人税等調整額 △74,031 △120,597

法人税等合計 753,533 662,049

四半期純利益 752,337 766,077
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（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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 9,656,369 9,243,744

売上原価 5,016,348 4,692,280

売上総利益 4,640,020 4,551,463

販売費及び一般管理費 3,753,184 3,735,017

営業利益 886,836 816,445

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,632 3,094

受取家賃 115,677 120,784

その他 13,501 29,008

営業外収益合計 133,810 152,888

営業外費用   

支払利息 10,367 10,146

賃貸費用 89,816 101,176

その他 4,316 20,072

営業外費用合計 104,500 131,395

経常利益 916,146 837,938

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,933

店舗売却益 20,517 7,663

その他 92 －

特別利益合計 20,609 12,597

特別損失   

固定資産除却損 39,365 31,461

減損損失 － 26,701

賃貸借契約解約損 － 22,564

その他 14,876 2,402

特別損失合計 54,241 83,129

税引前四半期純利益 882,514 767,406

法人税、住民税及び事業税 475,387 434,629

法人税等調整額 △80,860 △78,008

法人税等合計 394,526 356,620

四半期純利益 487,987 410,785
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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20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 1,505,870 1,428,127

減価償却費 405,752 482,886

減損損失 393,631 330,857

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,262 △4,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,326 27,818

受取利息及び受取配当金 △26,948 △22,944

支払利息 21,139 20,656

売上債権の増減額（△は増加） 59,673 △5,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,851 2,881

仕入債務の増減額（△は減少） △136,502 △12,117

その他 117,522 151,187

小計 2,425,580 2,398,895

利息及び配当金の受取額 26,945 22,946

利息の支払額 △20,642 △19,404

法人税等の支払額 △867,079 △787,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,564,803 1,614,549

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 △751,840 △486,690

店舗売却による収入 240,608 95,487

出資金の払込による支出 △60,310 －

その他 △31,555 △19,295

投資活動によるキャッシュ・フロー △603,096 △410,498

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 2,200,000 2,200,000

短期借入金の返済による支出 △2,300,000 △2,200,000

長期借入金の返済による支出 △179,900 △164,900

配当金の支払額 △590,631 △590,629

その他 － △43,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △870,531 △798,700

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △16,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,176 388,631

現金及び現金同等物の期首残高 4,959,634 5,700,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,050,811 6,089,504
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 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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