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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年1月21日～平成21年10月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年1月期第3四半期 16,720 ― △422 ― △395 ― △1,530 ―

21年1月期第3四半期 19,282 △2.2 42 △81.5 39 △85.9 △313 ―

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1月期第3四半期 △62.75 ―

21年1月期第3四半期 △12.85 ―

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1月期第3四半期 17,835 12,828 71.8 525.46
21年1月期 19,800 14,274 72.0 584.56

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  12,814百万円 21年1月期  14,260百万円

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1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ― 0.00 ―

22年1月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年1月21日～平成22年1月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 22,950 △10.3 △350 ― △320 ― △1,870 ― △76.60
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１） 上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは異なる場合があります。 
（２） 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第3四半期 24,972,784株 21年1月期  24,972,784株

② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  585,973株 21年1月期  577,166株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 24,390,013株 21年1月期第3四半期 24,403,686株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の経済指標を通じて景気後退局面は底入れした
との認識が広まりつつあるものの、国内消費におきましては家計所得の減額や雇用不安等により、依然低
迷が続いております。また、新興感染症や天候不順等、不測の事態に晒され、予想以上に厳しい環境とな
りました。 
外食産業におきましても、食の内部化・外食離れが顕在化し、さらに生活防衛意識を背景に、外食機会

や外食動機は冷え込んでおります。 
このような環境のもと、当社グループは、劇的に変化する環境に対応すべく「営業店の活性化」をテー

マに「①環境変化への対応」「②個店の現場力・営業力の向上」「③中長期的な視点に立った政策・戦
略」の政策を積極的に取り組んでまいりました。 
主力の和食麺類部門では、前期に引き続き経費削減計画を策定し、固定経費を削減する一方、全店販売

促進企画「夏の大感謝祭」「お客様生活応援キャンペーン」「秋のファミリークーポン」等を実施いたし
ました。また、麺と和食を組み合わせ、お客様の利用動機に応じて選択して頂ける秋冬メニューの販売に
加え、「素材厳選広島産 かきづくし」「素材厳選鹿児島県大隅産 うなぎ」等の料理フェアを実施いたし
ました。さらに、ご家族のハレの場でご利用して頂けるよう「敬老の日御膳」を販売いたしました。しか
しながら、食の内部化や外食離れ等の影響により、既存店売上高は前年同期比 9.0％減、既存店客数は前
年同期比 5.3％減となりました。 
店舗関係では、８店舗（貝塚店、西明石店、川西店、辻井店他）に加え、業態転換のため６店舗（豊山

店、大垣安井店他）を閉鎖いたしました。 
セルフサービス方式のどんどん庵部門におきましては、全店販売促進企画「どんどん庵祭り」を４回実施
し、新規出店を３店舗（桑名アピタ店、三河一色店、高倉製麺所店）、閉鎖を３店舗（東浦生路店、春日
店、豊明店）行いました。 
その他の部門では、中国上海市で展開する盛賀美１店舗の新規出店に加え、ベーカリーショップを展開

するボンパナ１店舗（清須店）、あいそ家６店舗（豊山店、大垣店他）を業態転換により出店いたしまし
た。一方、盛賀美１店舗（新黄浦店）、ＤＯＮＤＯＮあん２店舗（平針店、中区役所店）を閉鎖いたしま
した。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 16,720百万円（前年同期比 13.3％減）となり

ました。経費削減計画等により、販売費及び一般管理費を前年同期比 1,582百万円削減いたしましたが、
既存店売上高が前年を下回ったこと等により、営業損失は 422百万円（前年同期は42百万円の営業利
益）、経常損失は 395百万円（前年同期は 39百万円の経常利益）を計上することとなりました。これに
加え、既存店の収益性が低下したこと等により減損損失が増加し、特別損失を 903百万円計上いたしまし
た。また、繰延税金資産を163百万円取崩すことにより、四半期純損失は 1,530百万円（前年同期は313百
万円の四半期純損失）を計上することとなりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

（財政状態） 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、17,835百万円と前連結会計年度末比1,965百万円の減少とな

りました。流動資産は前連結会計年度末比1,107百万円減少し3,513百万円、固定資産は858百万円減少し
14,321百万円、流動負債は前連結会計年度末比712百万円増加し3,803百万円、固定負債は1,231百万円減
少し1,203百万円、純資産は1,446百万円減少し12,828百万円となりました。 
（キャッシュ・フロー） 
当第３四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

末に比べて1,014百万円減少し、2,759百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果使用した資金は311百万円となりました。支出の主な内訳は税金等調整前四半期純損

失が1,287百万円、仕入債務の増減額が142百万円であり、収入の主な内訳は減損損失が769百万円、減
価償却費が420百万円であります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は350百万円となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得によ

る支出が379百万円、投資有価証券の取得による支出が227百万円であり、収入の主な内訳は定期預金の
払戻による収入が110百万円、有価証券の償還による収入が100百万円であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は352百万円となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出が

384百万円、短期借入金の純増による収入が50百万円であります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年１月期の業績予想につきましては、平成21年９月２日に公表しました業績予想に変更はありま
せん。 

  

 該当事項はありません。 

・簡便な会計処理 
① 固定資産の減価償却費の算定方法 

連結子会社においては、定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償却費の
額を期間按分する方法によっております。 

② 経過勘定項目の算定方法 
連結子会社においては、一部の経過勘定項目の算定について、合理的な算定方法による概算額で

計上する方法によっております。 
・四半期連結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。 

・会計基準の変更等による変更 
① 当連結会計年度より「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、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
棚卸資産  

 第１四半期連結会計期間より、「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）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として個別法による原価法か
ら主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）に変更しております。  
 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

・その他の変更 
① 連結の範囲に関する事項の変更 

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ボンパナを連結の範囲に含めておりま
す。 

② 賃貸家賃の収益費用の計上区分の変更 
従来、受取家賃を営業外収益、これに係る支払家賃等を営業外費用に計上してまいりましたが、

第１四半期連結会計期間より受取家賃を売上高、これに係る支払家賃等を売上原価として処理する
方法に変更しました。  
 この変更は、金額的な重要性が増してきたためであります。この変更により、従来の方法によっ
た場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高が68,803千円、売上原価が43,736千円、売上総
利益が25,066千円増加し、営業損失が25,066千円減少しておりますが、経常損失、税金等調整前四
半期純損失への影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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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③ 販売促進費の計上区分の変更 
従来、販売促進効果を目的とする販売促進値引を販売費及び一般管理費として計上してまいりま

したが、第１四半期連結会計期間より売上高の控除項目として処理する方法に変更いたしました。 
 この変更は、販売促進を目的とした値引券の発行が恒常化した結果、従来は一時的な販売促進の
性格をもっていた当該販売促進費が、売上値引としての性格がより強くなってきた状況を考慮し、
処理の見直しを行ったものであります。  
 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高、売上総
利益、販売費及び一般管理費はそれぞれ、336,287千円減少しておりますが、営業損失、経常損
失、税金等調整前四半期純損失への影響はありません。 

④ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行って
おります。  
 なお、これによる損益への影響はありません。 

  
 （追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用
状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。  
 これにより、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前
四半期純損失はそれぞれ4,256千円増加しております。 

  
  

  有形固定資産の耐用年数の変更
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,668,551 3,802,558

受取手形及び売掛金 63,038 81,741

有価証券 369,624 210,555

商品及び製品 76,636 71,408

原材料及び貯蔵品 168,121 165,848

その他 167,872 289,134

貸倒引当金 △14 △8

流動資産合計 3,513,831 4,621,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,037,545 3,612,019

機械装置及び運搬具（純額） 317,577 349,158

土地 6,632,543 6,772,891

その他（純額） 103,111 105,774

有形固定資産合計 10,090,778 10,839,844

無形固定資産 114,264 136,423

投資その他の資産   

投資有価証券 1,347,265 1,387,972

差入保証金 2,148,133 2,310,277

その他 655,252 577,605

貸倒引当金 △34,272 △72,696

投資その他の資産合計 4,116,379 4,203,160

固定資産合計 14,321,422 15,179,427

資産合計 17,835,253 19,800,667
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 548,685 690,754

短期借入金 270,000 220,000

1年内返済予定の長期借入金 402,460 511,272

1年内償還予定の社債 1,000,000 10,000

未払金 1,020,315 1,201,991

未払法人税等 71,102 103,139

賞与引当金 188,443 50,823

その他 302,287 303,140

流動負債合計 3,803,294 3,091,121

固定負債   

社債 － 1,000,000

長期借入金 917,850 1,193,800

長期未払金 169,246 142,830

退職給付引当金 7,393 6,442

その他 108,576 91,562

固定負債合計 1,203,065 2,434,634

負債合計 5,006,360 5,525,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,303,521 6,303,521

資本剰余金 7,256,905 7,256,905

利益剰余金 △127,612 1,402,844

自己株式 △564,330 △556,535

株主資本合計 12,868,483 14,406,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,166 △123,608

為替換算調整勘定 △22,967 △22,395

評価・換算差額等合計 △54,134 △146,004

少数株主持分 14,544 14,179

純資産合計 12,828,893 14,274,910

負債純資産合計 17,835,253 19,800,667
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月21日 
  至 平成21年10月20日) 

売上高 16,720,054

売上原価 5,226,352

売上総利益 11,493,701

販売費及び一般管理費 11,915,872

営業損失（△） △422,170

営業外収益  

受取利息 12,900

受取配当金 13,004

受取保険金 7,651

雑収入 22,198

営業外収益合計 55,754

営業外費用  

支払利息 24,041

雑損失 5,255

営業外費用合計 29,296

経常損失（△） △395,712

特別利益  

固定資産売却益 4,863

貸倒引当金戻入額 5,674

その他 800

特別利益合計 11,337

特別損失  

固定資産除却損 27,209

投資有価証券売却損 630

減損損失 769,637

店舗閉鎖損失 99,444

その他 6,372

特別損失合計 903,293

税金等調整前四半期純損失（△） △1,287,669

法人税、住民税及び事業税 79,733

法人税等調整額 162,649

法人税等合計 242,383

少数株主利益 405

四半期純損失（△） △1,530,457
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月21日 
  至 平成21年10月20日) 

売上高 5,777,453

売上原価 1,807,250

売上総利益 3,970,202

販売費及び一般管理費 4,015,301

営業損失（△） △45,098

営業外収益  

受取利息 3,005

受取配当金 187

受取保険金 1,684

雑収入 6,873

営業外収益合計 11,750

営業外費用  

支払利息 7,616

雑損失 179

営業外費用合計 7,796

経常損失（△） △41,143

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,083

特別利益合計 4,083

特別損失  

固定資産除却損 4,971

減損損失 37,482

店舗閉鎖損失 22,639

その他 △20

特別損失合計 65,074

税金等調整前四半期純損失（△） △102,135

法人税、住民税及び事業税 26,056

法人税等調整額 △879

法人税等合計 25,177

少数株主利益 399

四半期純損失（△） △127,712
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月21日 
  至 平成21年10月20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損失（△） △1,287,669

減価償却費 420,260

減損損失 769,637

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,668

賞与引当金の増減額（△は減少） 137,620

受取利息及び受取配当金 △25,904

支払利息 24,041

固定資産売却損益（△は益） △4,863

固定資産除却損 27,209

売上債権の増減額（△は増加） 18,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,500

仕入債務の増減額（△は減少） △142,068

未払金の増減額（△は減少） △105,466

その他 70,475

小計 △111,193

役員退職慰労金の支払額 △82,100

利息及び配当金の受取額 22,378

利息の支払額 △22,726

法人税等の支払額 △117,578

営業活動によるキャッシュ・フロー △311,219

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 △150,668

定期預金の払戻による収入 110,020

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △379,802

有形固定資産の売却による収入 9,704

投資有価証券の取得による支出 △227,559

投資有価証券の償還による収入 100,000

投資有価証券の売却による収入 11,830

差入保証金の差入による支出 △15,138

差入保証金の回収による収入 75,388

その他 16,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,147

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000

長期借入金の返済による支出 △384,762

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △7,794

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,556

現金及び現金同等物に係る換算差額 △766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,014,690

現金及び現金同等物の期首残高 3,773,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,759,020
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（事業の種類別セグメント情報） 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月21日 至 平成21年10月20日） 

当社及び連結子会社は、外食事業を主要な事業内容としており、外食事業の売上高、営業利益の金額
は全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるた
め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
（所在地別セグメント情報） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月21日 至 平成21年10月20日） 
全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記
載を省略しております。 
（海外売上高） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月21日 至 平成21年10月20日） 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

(6) 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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                    (単位：千円、％) 

 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成20年１月21日 至 平成20年10月20日)

区分 金額 百分比

Ⅰ 売上高 19,282,498 100.0

Ⅱ 売上原価 5,741,337 29.8

   売上総利益 13,541,161 70.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,498,389 70.0

   営業利益 42,771 0.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 13,069

 ２ 受取配当金 11,490

 ３ 受取家賃 27,496

 ４ 有価証券売却益 56

 ５ 保険金収入 14,490

 ６ 助成金収入 20,959

 ７ 雑収入 22,278

  営業外収益合計 109,840 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 26,684

 ２ 支払家賃 42,631

 ３ 持分法投資損失 39,041

 ４ 雑損失 4,571

  営業外費用合計 112,929 0.6

   経常利益 39,682 0.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 9,376

 ２ 貸倒引当金戻入益 9,740

 ３ 営業権譲渡益 12,380

 ４ 保険金収入 15,196

  特別利益合計 46,694 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 30

 ２ 固定資産除却損 56,202

 ３ 投資有価証券売却損 1,415

 ４ 減損損失 127,072

 ５ 店舗閉鎖損失 25,850

 ６ その他の特別損失 5,700

  特別損失合計 216,271 1.1

   税金等調整前 

   四半期純損失
129,894 △0.7

   法人税等 180,257 0.9

   少数株主利益 3,553 0.0

   四半期純損失 313,705 △1.6
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                      (単位：千円) 

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成20年１月21日

  至 平成20年10月20日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失 △129,894

 ２ 減価償却費 453,846

 ３ 減損損失 127,072

 ４ のれん償却額 160

 ５ 貸倒引当金減少額 △1,740

 ６ 賞与引当金増加額 155,617

 ７ 退職給付引当金の増加額 464

 ８ 受取利息・配当金 △24,560

 ９ 支払利息 26,684

 10 持分法による投資損失 39,041

 11 固定資産除却損 68,856

 12 投資有価証券売却損 1,415

 13 売上債権の減少額 12,251

 14 棚卸資産の増加額 △15,223

 15 仕入債務の減少額 △160,020

 16 未払金の減少額 △190,267

 17 その他 △56,242

小計 307,461

 18 利息及び配当金の受取額 21,212

 19 利息の支払額 △25,008

 20 役員退職慰労金の支払額 △136,200

 21 法人税等の支払額 △265,079

  営業活動によるキャッシュ・フロー △97,613

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金預入による支出 △1,503

 ２ 定期預金払戻による収入 10,016

 ３ 有価証券の償還による収入 100,056

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △601,923

 ５ 有形固定資産の売却による収入 52,447

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △139,990

 ７ 投資有価証券の売却による収入 807

 ８ 差入保証金の増加による支出 △23,605

 ９ 差入保証金の減少による収入 56,271

 10 その他 48,111

  投資活動によるキャッシュ・フロー △499,312

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入による収入 1,300,000

 ２ 長期借入金返済による支出 △836,362

 ３ 社債の償還による支出 △16,000

 ４ 配当金の支払額 △207,460

 ５ 自己株式の購入による支出 △9,332

  財務活動によるキャッシュ・フロー 230,845

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,211

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △372,292

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,058,493

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,686,200
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