
  

１． 平成24年５月期第２四半期の連結業績 （平成23年６月１日～平成23年11月30日） 

（注）包括利益 24年５月期第２四半期 百万円（19.8％） 23年５月期第２四半期 百万円（－％） 
  

  

（２） 連結財政状態 

  

２． 配当の状況 

  

  

３． 平成24年５月期の連結業績予想 （平成23年６月１日～平成24年５月31日） 

  

        

平成24年５月期  第２四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 
        平成24年１月11日

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担当 （氏名） 阪口 裕司 （ＴＥＬ）  （0586） 81 - 0792 

四半期報告書提出予定日 平成24年１月13日 配当支払開始予定日 －   

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有       

四半期決算説明会開催の有無  ： 有  （機関投資家・アナリスト向け）     

  （百万円未満切捨て）

（１） 連結経営成績 （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５月期第２四半期  19,832  2.1  2,153  △1.1  2,202  △2.1  1,158  11.3

23年５月期第２四半期  19,418  －  2,177  －  2,249  －  1,040  －

1,143 954

  
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５月期第２四半期 72 56 －

23年５月期第２四半期 65  19 －

  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 

24年５月期第２四半期  30,018  21,521  71.3  1,341  11

23年５月期  29,603  21,176  71.1  1,318  67

（参考） 自己資本 24年５月期第２四半期 21,408百万円 23年５月期 21,049百万円 

  
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５月期        －         －         － 50     00  50     00

24年５月期         －        －       

24年５月期（予想）                 － 50     00  50     00

（注） 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無    

  （％表示は、対前期増減率）

  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  40,900  5.8  4,100  △5.3  4,230  △5.6  2,250  8.3 140 95

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無    



４． その他  

新規       - 社  （社名）                       、 除外       - 社  （社名） 

  

  

（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

（４） 発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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きの対象外であり、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連結財務諸表の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 

    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当たっての注意事項等については、 「添付資料」 Ｐ.４ 「(３） 連結業績予想に関する定性的情報」 

をご覧ください。 

   

  

（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ： 無    

（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無    

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無  

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５月期２Ｑ 15,963,000株 23年５月期 15,963,000株

②  期末自己株式数 24年５月期２Ｑ 50株 23年５月期 50株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年５月期２Ｑ 15,962,950株 23年５月期２Ｑ 15,962,950株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  4

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  4

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  4

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  4

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………………………………………  4

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  7

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  10

㈱壱番屋（7630）　平成24年５月期第２四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故による放射能問題の影響が残るな

か、円高の進行や欧州債務危機の広がりも重なり、引き続き厳しい状況が続きました。 

 こうした状況の中、国内CoCo壱番屋事業では、「既存店の売上強化」を 重要課題に掲げ、個店毎にオリジナル

メニューや、販促活動を自ら考えて実施する「ストアレベルマーケティング」の取り組みに引き続き注力いたしま

した。 

 これまでの導入事例といたしましては、地元の食材をトッピングに使用するメニュー開発や、お子様向けの店内

イベントの開催といった取り組みが中心でありましたが、店舗の立地に応じて、様々な形態の「ドライブスルー」

や「テイクアウトの専用窓口」を設けるなど、お客様がより使い易くなるようなハード面の見直しにも積極的に取

り組みました。特にドライブスルーの導入につきましては、当第２四半期連結累計期間に31店舗の新規導入を行

い、平成23年11月末の導入店舗数は72店舗となりました。 

 その他、「ニュータイプ店舗への改装」「宅配の取り組み強化」「メニュー強化」などの営業施策にも引き続き

注力いたしました。 

 国内CoCo壱番屋の出店状況は、新規出店25店舗、退店10店舗を行った結果、15店舗の純増となり、平成23年11月

末の店舗数は1,193店舗となりました。 

 国内新業態事業は、各業態とも新規出店はありませんでしたが、新メニューの導入や店舗運営の強化に取り組

み、「パスタ・デ・ココ」「麺屋ここいち」につきましては、売上に回復の兆しが現れてまいりました。 

 こうした結果、当第２四半期連結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0.4％増の348億27百

万円、既存店ベースで同2.4％減となりました。 

 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。 

  

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

（注）店舗売上高は、直営店とフランチャイズ加盟店（以下、ＦＣ店という）との合計です。 

  

 また、国内業態別の出店状況は、以下のとおりであります。 

  

「国内業態別出店状況」                                 （店） 

（※）直営店からＦＣ店への譲渡をCoCo壱番屋で12店舗、ＦＣ店から直営店への譲受をCoCo壱番屋で３店舗実施し

ております。 

  

 海外CoCo壱番屋事業につきましては、新たな展開エリアとなるシンガポールを含め15店舗の新規出店となりまし

たが、中国で１店舗の退店がありました結果、平成23年11月末の海外店舗数は14店舗増の64店舗となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  第１四半期 

（H23/６-８） 

第２四半期 

（H23/９-11） 

当第２四半期累計

（H23/６-11） 

 全店売上高 1.8 △1.0  0.4

 既存店売上高 △0.9 △3.9  △2.4

   客数 △1.4 △3.5  △2.4

   客単価 0.5 △0.4  0.0

  
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成23年11月末店舗数

  内、直営   内、直営 ①-② 内、直営   内、直営 

CoCo壱番屋（※）  25  10 10 5 15 △4  1,193 250

パスタ・デ・ココ  －  － － － － －  26 23

麺屋ここいち  －  － 1 1 △1 △1  4 4

にっくい亭  －  － － － － －  2 2

うなぎ屋壱番  －  － － － － －  1 1

合  計  25  10 11 6 14 △5  1,226 280
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 各国別の出店状況は、以下のとおりであります。 
  
 「海外国別出店状況」                                   （店） 

（※）海外店舗は、当社とエリアフランチャイズ契約を締結した現地法人が、直営店ないしＦＣ店にて展開してお

ります。なお、香港および米国（本土）の現地法人は、当社の連結子会社であります。 

  

 この結果、平成23年11月末の国内外の総店舗数は1,290店舗となりました。 

  

 こうした取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、198億32百万円（前年同期比2.1％増）となり

ました。 

 利益面につきましては、米などを中心に食材の仕入価格が前年の水準を下回って推移したものの、災害に備えカ

レーソースの在庫を積み増ししたことや、節電対策に伴う費用の増加などから販管費が増加し、営業利益は21億53

百万円（同1.1％減）、経常利益は22億２百万円（同2.1％減）となりました。 

 一方、四半期純利益につきましては、前年同期に対して減損損失が減少したことや、前年同期に計上した資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額がなくなったことなどから特別損失が２億87百万円減少し、11億58百万円（同

11.3％増）となりました。 

 なお、当社グループにおいては、飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は300億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億14百万円増

加いたしました。このうち、流動資産は106億38百万円となり、現金及び預金が３億50百万円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ３億43百万円増加いたしました。また固定資産は前連結会計年度末に比べ71百万円増

加して193億79百万円となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末における負債は84億96百万円となり、買掛金、未払法人税等が減少した一方で、リ

ース債務が増加し、前連結会計年度末に比べ69百万円の増加となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産は215億21百万円となり、利益剰余金の増加等によって前連結会計

年度末に比べ３億45百万円増加いたしました。自己資本比率は前連結会計年度末71.1％から71.3％と改善しており

ます。 

  

展開 

エリア 

①新規 

出店数 
②退店数 

純増 

店舗数 

①-② 

平成23年

11月末 

店舗数 

現地法人名（※） 

（エリアフランチャイザー） 

当社出資 

比率 

香港  －  － － 2 壹番屋香港有限公司 ％ 80

米国（本土）  2  － 2 3 ICHIBANYA USA,INC. ％ 80

中国  4  1 3 19 上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司 ％ 20

台湾  1  － 1 10 台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司 ％ 20

韓国  3  － 3 11 韓国カレーハウス株式会社 ％ 20

タイ  4  － 4 14 ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD. ％ 37

米国（ハワイ）  －  － － 4 CoCoICHI HAWAII,INC.  －

シンガ 

ポール 
 1  － 1 1 TanaDevelopment(Singapore) Pte.Ltd  －

合計  15  1 14 64     
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ２億18百万円増加し、68億93百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は15億89百万円となりました。(前年同期は18億円の収入） 

 これは主に税金等調整前四半期純利益20億70百万円の計上、減価償却費５億23百万円や減損損失１億39百万円の

非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払10億26百万円があったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は４億63百万円となりました。(前年同期は５億54百万円の支出） 

 これは主に定期預金の預入による支出１億39百万円や有形固定資産の取得による支出５億73百万円などがあった

一方で、店舗売却による収入２億28百万円があったことなど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） 

 財務活動による資金の減少は８億77百万円となりました。(前年同期は12億98百万円の支出） 

 これは主に配当金の支払額７億98百万円があったことなどによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、平成23年９月26日に公表いたしました

通期の業績予想に変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,718,893 7,069,847

売掛金 2,199,185 2,190,850

商品及び製品 464,769 540,085

仕掛品 16,134 10,937

原材料及び貯蔵品 203,121 206,431

繰延税金資産 230,234 193,995

その他 467,167 431,096

貸倒引当金 △3,945 △4,330

流動資産合計 10,295,561 10,638,913

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,333,824 6,300,831

機械装置及び運搬具（純額） 499,177 503,397

土地 5,915,217 5,837,429

リース資産（純額） 466,815 759,982

その他（純額） 360,482 344,112

有形固定資産合計 13,575,516 13,745,753

無形固定資産 338,772 298,449

投資その他の資産   

投資有価証券 1,512,068 1,573,383

繰延税金資産 958,899 957,055

差入保証金 2,467,532 2,373,140

その他 566,772 579,164

貸倒引当金 △111,492 △147,625

投資その他の資産合計 5,393,779 5,335,118

固定資産合計 19,308,067 19,379,321

資産合計 29,603,629 30,018,235
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,045,263 1,932,284

未払金 1,023,754 1,068,538

未払法人税等 1,057,151 934,616

賞与引当金 276,526 226,528

資産除去債務 5,149 1,228

その他 452,380 476,250

流動負債合計 4,860,224 4,639,447

固定負債   

リース債務 390,413 607,765

退職給付引当金 414,026 451,129

債務保証損失引当金 4,037 27,649

長期預り保証金 2,210,784 2,212,941

資産除去債務 430,672 438,020

その他 117,078 119,786

固定負債合計 3,567,013 3,857,291

負債合計 8,427,238 8,496,739

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 18,327,791 18,687,922

自己株式 △101 △101

株主資本合計 21,219,430 21,579,560

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △112,900 △75,419

為替換算調整勘定 △56,665 △96,133

その他の包括利益累計額合計 △169,566 △171,552

少数株主持分 126,527 113,487

純資産合計 21,176,391 21,521,495

負債純資産合計 29,603,629 30,018,235
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 19,418,854 19,832,445

売上原価 9,617,125 9,849,893

売上総利益 9,801,728 9,982,551

販売費及び一般管理費 7,624,356 7,828,920

営業利益 2,177,372 2,153,631

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,940 21,698

受取家賃 245,646 252,612

その他 32,616 25,141

営業外収益合計 301,204 299,452

営業外費用   

支払利息 13,532 8,786

賃貸費用 209,440 224,494

その他 5,899 17,498

営業外費用合計 228,872 250,779

経常利益 2,249,704 2,202,304

特別利益   

店舗売却益 42,742 41,690

受取補償金 14,600 －

その他 14,600 8,160

特別利益合計 71,943 49,850

特別損失   

固定資産除却損 35,400 8,490

減損損失 241,802 139,852

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 118,253 －

役員退職慰労金 44,880 －

その他 28,165 33,009

特別損失合計 468,500 181,352

税金等調整前四半期純利益 1,853,147 2,070,802

法人税、住民税及び事業税 858,515 902,970

法人税等調整額 △43,856 12,726

法人税等合計 814,658 915,697

少数株主損益調整前四半期純利益 1,038,488 1,155,105

少数株主損失（△） △2,198 △3,172

四半期純利益 1,040,686 1,158,278
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,038,488 1,155,105

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,820 37,480

為替換算調整勘定 △73,338 △49,334

その他の包括利益合計 △84,158 △11,853

四半期包括利益 954,330 1,143,251

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 971,196 1,156,291

少数株主に係る四半期包括利益 △16,865 △13,039
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,853,147 2,070,802

減価償却費 473,027 523,817

減損損失 241,802 139,852

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,178 △49,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,745 37,103

受取利息及び受取配当金 △22,940 △21,698

支払利息 13,532 8,786

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 118,253 －

売上債権の増減額（△は増加） 71,234 8,398

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,039 △73,837

仕入債務の増減額（△は減少） △54,678 △112,428

その他 △88,708 71,914

小計 2,608,553 2,602,712

利息及び配当金の受取額 22,940 21,496

利息の支払額 △12,336 △8,786

法人税等の支払額 △818,189 △1,026,283

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,800,967 1,589,139

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △222,320 △139,980

有価証券の取得による支出 － △999,797

有価証券の償還による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △500,282 △573,456

店舗売却による収入 209,045 228,626

関係会社出資金の払込による支出 △35,244 －

その他 △5,276 20,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △554,078 △463,855

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 2,400,000 －

短期借入金の返済による支出 △3,000,000 －

配当金の支払額 △638,518 △798,147

その他 △59,896 △79,514

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,298,414 △877,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,918 △28,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,444 218,910

現金及び現金同等物の期首残高 6,762,743 6,674,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,666,298 6,893,378
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該当事項はありません。 

  

  

当社グループにおいては、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

 当社は、平成23年８月25日開催の定時株主総会において、下記の配当に関する事項を決議し、配当金の支払をいた

しました。この結果、第１四半期会計期間において、利益剰余金が798,147千円減少しております。 

  

  

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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円）  

１株当たり
配当金（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  798,147  50 平成23年５月31日 平成23年８月26日 利益剰余金 

（７）重要な後発事象
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