
  

１． 平成25年５月期第２四半期の連結業績 （平成24年６月１日～平成24年11月30日） 

（注）包括利益 25年５月期第２四半期 百万円（△11.9％） 24年５月期第２四半期 百万円（19.8％） 
  

  

（２） 連結財政状態 

  

２． 配当の状況 

  

  

３． 平成25年５月期の連結業績予想 （平成24年６月１日～平成25年５月31日） 
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  （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 ％ 

25年５月期第２四半期  19,672  △0.8  2,049  △4.8  2,122  △3.6  1,000  △13.6

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

1,007 1,143

  
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

25年５月期第２四半期 62 69 －

24年５月期第２四半期 72  56 －

  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 

25年５月期第２四半期  31,330  22,717  72.2 1,416  45

24年５月期  31,460  22,587  71.4 1,407  73

（参考） 自己資本 25年５月期第２四半期 22,610百万円 24年５月期 22,471百万円 

  
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 

24年５月期        －         －         － 55     00  55     00

25年５月期         －        －       

25年５月期（予想）                 － 55     00  55     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  40,700  2.3  3,910  △7.3  4,040  △6.5  2,010  △10.0 125 92

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有    



※ 注記事項 

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 

  

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添

付資料Ｐ.４ 「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）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。  

  

（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報告書の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報告書のレビュー手続き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。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については、 添付資料Ｐ.４ 「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）

連結業績予想等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  ： 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                     ： 有  

④  修正再表示                     ： 無  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年５月期２Ｑ 15,963,000株 24年５月期 15,963,000株

②  期末自己株式数 25年５月期２Ｑ 50株 24年５月期 50株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期２Ｑ 15,962,950株 24年５月期２Ｑ 15,962,950株



（参考）個別業績の概要 
  
平成25年５月期の個別業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日） 

  

（％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  40,000  1.5  3,950  △7.2  4,080  △6.3  2,060  △9.2 129 5

（注） 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有    
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（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（平成24年６月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、震災の復興需要な

どにより回復の兆しが見られましたが、長引く円高に加え、中国をはじめとする新興国の景気減速などにより、全

体的に停滞感が強まる状況となりました。 

 外食業界におきましては、デフレ基調の長期化や雇用・所得環境の低迷などから、依然として消費者の節約志向

は強く、厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況の中、国内CoCo壱番屋事業では、引き続き「既存店の売上強化」を 重要課題に掲げ、店舗ごと

にオリジナルメニューや販促方法を自ら考えて実施する「ストアレベルマーケティング」を中心とした個店の魅力

を高める取り組みをより一層推進してまいりました。 

 また、店舗の利便性を高める取り組みとして、「ドライブスルー」の導入を推進し、平成24年11月末のドライブ

スルーの導入店舗数は、36店舗増加し143店舗となりました。 

 その他、毎月新たなメニューを販売する「月刊ココイチ」として、人気の「手仕込シリーズ」に加え、「冷たい

カレー」など話題性のあるメニューを販売することで、新たな顧客層の開拓にも引き続き取り組んでまいりまし

た。 

 国内CoCo壱番屋の出店状況は、新規出店14店舗（内、リロケート出店８店舗）、退店12店舗（内、リロケート退

店７店舗）を行った結果、平成24年11月末の店舗数は、２店舗増加し1,204店舗となりました。 

  

 CoCo壱番屋以外の業態の動きといたしまして、「パスタ・デ・ココ」は、概ね業態として確立したことから、

CoCo壱番屋の営業組織に組み込み、より相乗効果が得られる体制作りに注力いたしました。 

 また、「麺屋ここいち」「にっくい亭」「うなぎ屋壱番」の取り組みといたしましては、個店ごとに地域性を検

証し、試行錯誤しながら新たな店作りに挑戦してまいりました。 

 その一例として、ラーメン専門店「麺屋ここいち」では、戦国武将をモチーフにしたメニューを看板商品とする

「元祖尾張中華そば 本店」を、愛知県一宮市にオープンいたしました。 

  

 こうした結果、当第２四半期連結累計期間における全業態の店舗売上高は、全店ベースで前年同期比1.3％増の

352億69百万円となりましたが、既存店ベースでは同0.4％減となりました。 

 月別の売上高、客数、客単価の前年同期比増減率および国内業態別出店状況は、次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。 

  

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

（※）CoCo壱番屋では、直営店からＦＣ店への譲渡を13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、アジア地区を中心に出店を進め、新規出店17店舗がありました結果、平成

24年11月末の海外店舗数は、17店舗増加し95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 

（H24/６-８） 

第２四半期 

（H24/９-11） 

当第２四半期累計

（H24/６-11） 

 全店売上高 0.3 2.2  1.3

 既存店売上高 △1.6 0.7  △0.4

   客数 △3.0 △1.2  △2.1

   客単価 1.5 2.0  1.7

  
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成24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（※）  14  8 12 3 2 △8  1,204 236

パスタ・デ・ココ  1  1 － － 1 1  28 23

麺屋ここいち  1  1 1 1 － －  5 5

にっくい亭  －  － － － － －  2 2

うなぎ屋壱番  －  － － － － －  1 1

合  計  16  10 13 4 3 △7  1,240 267

㈱壱番屋（7630）　平成25年５月期　第２四半期決算短信

2



 海外の国別出店状況は、次のとおりであります。 
  
 「海外国別出店状況」                                   （単位：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店で展開しており

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24年11月末の国内外の総店舗数は1,335店舗となりました。 

  

 その他、食品メーカー様や小売業者様と共同で取り組んでいる外販事業につきましては、スナック菓子やカップ

ラーメンなど新たに12種類を販売し、当第２四半期連結累計期間における取扱商品は36種類となりました。 

  

 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、196億72百万円（前年同期比0.8％減）となり

ました。 

 利益面につきましては、米など一部食材の仕入価格が引き続き高止まりした影響などから、営業利益は20億49百

万円（前年同期比4.8％減）、経常利益は21億22百万円（前年同期比3.6％減）と前年を下回る結果となりました。

 また、四半期純利益につきましては、減損損失が増加したことなどから特別損失が１億64百万円増加し、10億円

（前年同期比13.6％減）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313億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億29百万円減

少いたしました。このうち、流動資産は122億39百万円となり、現金及び預金が２億57百万円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ２億37百万円増加いたしました。また固定資産は減損損失による減少等により、前連

結会計年度末に比べ３億66百万円減少して190億91百万円となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末における負債は86億13百万円となり、未払法人税等の減少等により、前連結会計年

度末に比べ２億58百万円の減少となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産は227億17百万円となり、利益剰余金の増加等によって前連結会計

年度末に比べ１億29百万円増加いたしました。自己資本比率は前連結会計年度末71.4％から72.2％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24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  1  － 1 5  壹番屋香港有限公司 ％ 80.0

米国（本土）  －  － － 3  ICHIBANYA USA,INC. ％ 80.0

中国  7  － 7 29  上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司 ％ 11.1

台湾  2  － 2 14  台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司 ％ 20.0

韓国  2  － 2 17  韓国カレーハウス株式会社 ％ 20.0

タイ  3  － 3 20  ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD. ％ 37.0

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

シンガポール  2  － 2 3  TanaDevelopment(Singapore) Pte.Ltd.  －

合計  17  － 17 95     
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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２億58百万円増加し、85億91百万円となりました。 

（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16億87百万円となりました。(前年同期は15億89百万円の収入） 

 これは主に税金等調整前四半期純利益18億６百万円の計上、減価償却費６億19百万円や減損損失３億８百万円の

非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払９億33百万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３億90百万円となりました。(前年同期は４億63百万円の支出） 

 これは主に有価証券の取得による支出39億99百万円や有形固定資産の取得による支出５億99百万円などがあった

一方で、有価証券の償還による収入40億円や店舗売却による収入２億５百万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10億21百万円となりました。(前年同期は８億77百万円の支出） 

 これは主に配当金の支払額８億77百万円があったことなどによるものであります。 
  
（３）連結業績予想等に関する定性的情報 

  ① 平成25年５月期 通期連結業績予想数値の修正（平成24年６月１日～平成25年５月31日） 

（単位：百万円）

  
  ② 平成25年５月期 通期個別業績予想数値の修正（平成24年６月１日～平成25年５月31日） 

（単位：百万円）

  
  ③ 修正の理由 

  通期の連結および個別業績予想につきましては、売上高、営業利益、経常利益に変更はございませんが、店舗に

係わる減損損失が増加する見込みであることなどから、当期純利益を修正しております。  

  

（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 

会計方針の変更等 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は3,981千円、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ4,168千円増加しております。  

   

該当事項はありません。   

   

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 40,700 3,910  4,040 2,180

 今回発表予想（Ｂ） 40,700 3,910  4,040 2,010

 増減額（Ｂ－Ａ） － －  － △170

 増減率 － －  － ％△7.8

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（Ａ） 40,000 3,950  4,080 2,220

 今回発表予想（Ｂ） 40,000 3,950  4,080 2,060

 増減額（Ｂ－Ａ） － －  － △160

 増減率 － －  － ％△7.2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,355,738 8,613,255

売掛金 2,177,389 2,196,902

商品及び製品 555,964 553,157

仕掛品 12,187 15,922

原材料及び貯蔵品 188,091 201,307

繰延税金資産 204,594 185,893

その他 511,967 476,810

貸倒引当金 △4,126 △4,139

流動資産合計 12,001,807 12,239,109

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,344,501 6,172,075

機械装置及び運搬具（純額） 599,670 552,937

土地 5,809,775 5,689,554

リース資産（純額） 990,310 958,936

その他（純額） 340,003 375,300

有形固定資産合計 14,084,262 13,748,805

無形固定資産 290,930 249,659

投資その他の資産   

投資有価証券 1,513,844 1,578,352

繰延税金資産 841,249 859,227

差入保証金 2,302,026 2,206,856

その他 540,577 562,231

貸倒引当金 △114,582 △113,512

投資その他の資産合計 5,083,116 5,093,155

固定資産合計 19,458,308 19,091,619

資産合計 31,460,115 31,330,729
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,908,663 1,940,145

未払金 1,178,711 1,018,771

未払法人税等 966,340 864,364

賞与引当金 260,541 233,624

資産除去債務 2,475 4,030

その他 533,540 557,339

流動負債合計 4,850,272 4,618,276

固定負債   

リース債務 767,012 719,542

退職給付引当金 487,203 510,854

債務保証損失引当金 24,211 22,173

長期預り保証金 2,184,181 2,187,137

資産除去債務 441,413 440,880

その他 117,908 114,474

固定負債合計 4,021,931 3,995,062

負債合計 8,872,203 8,613,339

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 19,763,654 19,886,382

自己株式 △101 △101

株主資本合計 22,655,292 22,778,020

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △120,277 △78,541

為替換算調整勘定 △63,416 △88,717

その他の包括利益累計額合計 △183,694 △167,259

少数株主持分 116,313 106,628

純資産合計 22,587,911 22,717,390

負債純資産合計 31,460,115 31,330,729
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 19,832,445 19,672,491

売上原価 9,849,893 10,004,837

売上総利益 9,982,551 9,667,653

販売費及び一般管理費 7,828,920 7,618,305

営業利益 2,153,631 2,049,348

営業外収益   

受取利息及び配当金 21,698 24,268

受取家賃 252,612 285,341

その他 25,141 19,027

営業外収益合計 299,452 328,637

営業外費用   

支払利息 8,786 10,250

賃貸費用 224,494 241,959

その他 17,498 3,491

営業外費用合計 250,779 255,700

経常利益 2,202,304 2,122,286

特別利益   

店舗売却益 41,690 29,336

その他 8,160 －

特別利益合計 49,850 29,336

特別損失   

固定資産除却損 8,490 10,237

減損損失 139,852 308,591

その他 33,009 26,744

特別損失合計 181,352 345,573

税金等調整前四半期純利益 2,070,802 1,806,049

法人税、住民税及び事業税 902,970 830,768

法人税等調整額 12,726 △22,049

法人税等合計 915,697 808,719

少数株主損益調整前四半期純利益 1,155,105 997,330

少数株主損失（△） △3,172 △3,359

四半期純利益 1,158,278 1,000,690
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,155,105 997,330

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37,480 41,735

為替換算調整勘定 △49,334 △31,626

その他の包括利益合計 △11,853 10,109

四半期包括利益 1,143,251 1,007,440

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,156,291 1,017,125

少数株主に係る四半期包括利益 △13,039 △9,684
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24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 2,070,802 1,806,049

減価償却費 523,817 619,370

減損損失 139,852 308,591

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,997 △26,916

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,103 23,651

受取利息及び受取配当金 △21,698 △24,268

支払利息 8,786 10,250

売上債権の増減額（△は増加） 8,398 △19,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,837 △14,519

仕入債務の増減額（△は減少） △112,428 32,314

その他 71,914 △107,205

小計 2,602,712 2,607,723

利息及び配当金の受取額 21,496 23,436

利息の支払額 △8,786 △10,250

法人税等の支払額 △1,026,283 △933,253

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,589,139 1,687,655

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 △139,980 △3

有価証券の取得による支出 △999,797 △3,999,168

有価証券の償還による収入 1,000,000 4,000,000

有形固定資産の取得による支出 △573,456 △599,080

店舗売却による収入 228,626 205,535

その他 20,753 2,546

投資活動によるキャッシュ・フロー △463,855 △390,170

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △798,147 △877,962

その他 △79,514 △143,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △877,661 △1,021,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,712 △16,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 218,910 258,779

現金及び現金同等物の期首残高 6,674,468 8,332,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,893,378 8,591,097
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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24年８月23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877,962千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24年８月23日 

定時株主総会 
普通株式  877,962  55 平成24年５月31日 平成24年８月24日 利益剰余金 

（７）重要な後発事象
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