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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31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 ％

24年9月期第2四半期 15,799 3.5 425 △5.8 464 32.8 371 ―
23年9月期第2四半期 15,264 2.8 451 △2.2 349 △26.2 △209 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 373百万円 （―％） 23年9月期第2四半期 △210百万円 （―％）

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9月期第2四半期 5,261.45 ―
23年9月期第2四半期 △3,536.26 ―

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9月期第2四半期 19,740 6,111 31.0 87,560.59
23年9月期 19,181 6,011 31.3 84,492.09
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  6,111百万円 23年9月期  6,011百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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9月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 500.00 500.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 29,954 0.7 795 13.1 582 26.2 372 ― 5,232.13



(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  

(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の対象外であり、平成24年５月14日付にて、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手
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あたっての注意事項につきましては、添付資料
３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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9月期2Q 71,147 株 23年9月期 71,147 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 1,354 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 70,668 株 23年9月期2Q 59,314 株
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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における我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況で、電源供

給の制約やタイ大洪水・欧州の債務危機・原油価格の上昇などにより景気の下振れリスクが存在すると言われてい

るなかで推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは「思い立ったら即実行 実行力が会社を変える」を経営方針として、お

客様に感極まるサービスを提供できるように取り組んでまいりました。 

 販売強化策といたしましては、おかずになる商品として、「餃子」を新規開発し、売上の増加を図っておりま

す。 

店舗の出店及び閉店につきましては、外食事業２店舗出店、テイクアウト事業３店舗出店及び３店舗閉店、３

店舗の分離と子会社間の異動により、当第２四半期末の店舗数は、257店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高157億99百万円（前年同期比103.5％）、営業利益４億

25百万円（前年同期比94.2％）、経常利益４億64百万円（前年同期比132.8％）、四半期純利益３億71百万円（前

年同期は四半期純損失２億９百万円）となりました。 

 なお、セグメントの状況は次のとおりであります。 

   

（外食事業） 

 昨年に引き続きテレビコマーシャルを重要な広告媒体としてとらえ、お客様に梅の花をより一層アピール出来る

ようにシリーズ化いたしております。また、新たな試みとして、和食の店でも洋食を取り入れたクリスマス懐石の

提供、男性のお客様向けには、お酒に合う一品料理を組み合わせた懐石「先斗町」を提供するなど、売上の拡大に

努めております。 

 出店及び閉店につきましては、梅の花は、10月に「立川店（東京都）」、11月に「岡山店（岡山県）」を出店し

68店舗、チャイナ梅の花４店舗、かにしげ３店舗、その他店舗３店舗となりました。従いまして、外食事業の全店

舗数は78店舗、売上高は100億42百万円（前年同期比103.7％）、セグメント利益７億40百万円（前年同期比

113.4％）となりました。 

  

（テイクアウト事業） 

 梅の花テイクアウト店に続きまして、当期より古市庵テイクアウト店につきましても、おせちの取り扱いを始め

ており、売上の拡大に努めております。 

出店及び閉店につきましては、古市庵テイクアウト店は、１月に「八王子そごう店（東京都）」、２月に「枚

方近鉄店（大阪府）」、「学園前近商店（奈良県）」を閉店し、135店舗となりました。 

梅の花テイクアウト店は、３月に「神戸大丸店（兵庫県）」を出店し、10月に「山口井筒屋店（山口県）」、

「堺北花田阪急店（大阪府）」、「仙台セルバ店（宮城県）」以上３店舗を古市庵テイクアウト店より分離移管

し、34店舗となりました。 

その他店舗は、11月に「千林商店街店（大阪府）」、３月に「あさひパン（佐賀県）」を出店し、10店舗とな

りました。 

 従いまして、テイクアウト事業の全店舗数は179店舗、売上高は57億57百万円（前年同期比103.1％）、セグメン

ト利益１億15百万円（前年同期比46.8％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①連結財政状態の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比べ５億59百万円増加し、197億40

百万円となりました。これは主に、現金及び預金が６億99百万円増加したことによるものであります。 

 負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ４億60百万円増加し、136億29百万円となりました。これは

主に、為替相場の影響によりデリバティブ債務が１億38百万円減少し、季節要因により買掛金及び未払金が２億98

百万円、借入金の総額が３億18百万円増加したことによるものであります。 

 純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ99百万円増加し、61億11百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が３億36百万円増加し、自己株式取得により株主資本が２億38百万円減少したことによるものであ

ります。 

  

②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、前連結会計年度末と比

較して、６億98百万円増加し、21億78百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、得られた資金は８億48百万円（前年同四半期９億21百万円の収入）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益４億57百万円、非資金的費用である減価償却費４億80百万円及びのれん

償却額57百万円、為替相場の影響によりデリバティブ評価損益△１億１百万円となったこと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） 

 投資活動の結果、使用した資金は１億64百万円（前年同四半期５億72百万円の支出）となりました。 

 これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出１億83百万円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） 

 財務活動の結果、得られた資金は15百万円（前年同四半期25億49百万円の収入）となりました。 

 これは主に、金融機関からの長期借入れによる収入11億円及び短期借入金の純増額３億円、長期借入金の返済に

よる支出10億81百万円、自己株式の取得による支出２億38百万円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の業績予想につきましては、平成24年５月７日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」に記載のとおり修正を行っております。 

 なお、通期の業績予想数値につきましては変更しておりません。  

   

   

（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。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,808,043 2,507,066

売掛金 1,244,320 1,430,344

商品及び製品 59,916 62,741

原材料及び貯蔵品 148,353 180,373

繰延税金資産 327,744 283,924

その他 451,910 506,521

貸倒引当金 △1,758 △1,758

流動資産合計 4,038,530 4,969,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,622,752 6,824,787

機械装置及び運搬具（純額） 148,468 142,560

土地 4,639,687 4,639,687

建設仮勘定 484,263 5,118

その他（純額） 519,205 581,138

有形固定資産合計 12,414,377 12,193,292

無形固定資産   

のれん 693,794 635,978

その他 79,996 71,898

無形固定資産合計 773,790 707,876

投資その他の資産   

投資有価証券 57,176 59,978

長期貸付金 77,788 77,679

繰延税金資産 53,818 23,962

敷金及び保証金 1,688,518 1,642,723

その他 153,503 147,146

貸倒引当金 △76,468 △80,930

投資その他の資産合計 1,954,337 1,870,561

固定資産合計 15,142,505 14,771,729

資産合計 19,181,036 19,740,942
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 575,074 692,389

短期借入金 1,300,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 2,473,388 3,137,611

未払金 1,159,325 1,340,722

未払法人税等 39,400 24,750

賞与引当金 241,300 236,400

ポイント引当金 106,945 113,124

その他 651,849 642,073

流動負債合計 6,547,282 7,787,070

固定負債   

長期借入金 5,184,176 4,538,867

退職給付引当金 141,620 133,346

デリバティブ債務 488,912 350,691

資産除去債務 608,328 619,432

その他 199,357 200,418

固定負債合計 6,622,395 5,842,756

負債合計 13,169,677 13,629,826

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,804,852 3,804,852

資本剰余金 3,181,841 3,181,841

利益剰余金 △969,856 △633,613

自己株式 － △238,011

株主資本合計 6,016,837 6,115,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △752 773

為替換算調整勘定 △4,725 △4,725

その他の包括利益累計額合計 △5,478 △3,952

純資産合計 6,011,359 6,111,116

負債純資産合計 19,181,036 19,740,942
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 15,264,644 15,799,937

売上原価 4,434,794 4,596,181

売上総利益 10,829,849 11,203,755

販売費及び一般管理費 10,378,071 10,778,325

営業利益 451,778 425,430

営業外収益   

受取利息 2,567 2,281

受取配当金 129 865

受取手数料 13,507 17,263

保険解約返戻金 19,842 －

デリバティブ評価益 － 101,755

雑収入 16,963 14,905

営業外収益合計 53,010 137,070

営業外費用   

支払利息 84,908 61,921

デリバティブ評価損 30,962 －

雑損失 39,206 36,090

営業外費用合計 155,077 98,012

経常利益 349,710 464,488

特別損失   

固定資産除売却損 139,712 6,531

店舗閉鎖損失引当金繰入額 600 －

投資有価証券評価損 93 －

訴訟関連損失 1,695 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 369,175 －

減損損失 － 775

特別損失合計 511,276 7,306

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△161,565 457,181

法人税、住民税及び事業税 11,284 14,380

法人税等調整額 36,900 70,984

法人税等合計 48,184 85,365

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△209,750 371,816

四半期純利益又は四半期純損失（△） △209,750 371,816
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△209,750 371,816

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △638 1,525

その他の包括利益合計 △638 1,525

四半期包括利益 △210,388 373,342

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △210,388 373,342

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△161,565 457,181

減価償却費 493,122 480,876

減損損失 － 775

のれん償却額 57,816 57,816

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 369,175 －

投資有価証券評価損益（△は益） 93 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,600 △4,900

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △15,561 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,986 △8,273

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,366 4,462

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △10,305 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5,246 6,178

受取利息及び受取配当金 △2,696 △3,146

支払利息 84,908 61,921

固定資産除売却損益（△は益） 139,712 6,531

デリバティブ評価損益（△は益） 30,962 △101,755

売上債権の増減額（△は増加） △30,560 △186,023

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,909 △34,845

仕入債務の増減額（△は減少） 51,538 117,315

その他 3,677 81,780

小計 1,025,608 935,895

利息及び配当金の受取額 728 1,220

利息の支払額 △81,507 △61,403

法人税等の支払額 △22,939 △27,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 921,889 848,117

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 △299 △93

定期預金の払戻による収入 50,040 －

有形固定資産の取得による支出 △617,613 △183,985

無形固定資産の取得による支出 △2,433 －

有形固定資産の除却による支出 △3,703 △5,994

投資有価証券の取得による支出 △1,189 △1,207

連結子会社株式の追加取得による支出 △50 －

資産除去債務の履行に伴う支出 － △27,700

貸付けによる支出 △2,840 －

貸付金の回収による収入 103 106

敷金及び保証金の回収による収入 9,459 54,072

敷金及び保証金の差入による支出 △35,848 △6,350

その他 32,373 6,164

投資活動によるキャッシュ・フロー △572,000 △164,989
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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） 56,000 300,000

長期借入れによる収入 2,400,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △2,601,144 △1,081,086

株式の発行による収入 2,741,036 －

自己株式の取得による支出 － △238,011

リース債務の返済による支出 △13,862 △28,771

割賦債務の返済による支出 △3,994 △1,777

配当金の支払額 △28,887 △34,552

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,549,148 15,801

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,899,037 698,929

現金及び現金同等物の期首残高 633,913 1,480,020

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,532,951 2,178,950
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 該当事項はありません。 

   

   

（セグメント情報） 

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

 （注）１ セグメント利益の調整額△448,176千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま 

す。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日） 

  報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：千円）

 （注）１ セグメント利益の調整額△430,504千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

 当社は、平成23年12月５日開催の取締役会決議により、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を実施いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末において、自己株式は238,011千円となっております。 

   

   

 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

  報告セグメント  

調整額 

（注）１  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２  

  外食事業 
テイクアウト

事業  
計  

売上高           

(1）外部顧客への売上高  9,682,513  5,582,130  15,264,644  ―  15,264,644

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 4,801  25,175  29,976  △29,976  ―

計  9,687,315  5,607,306  15,294,621  △29,976  15,264,644

セグメント利益   653,420  246,534  899,955  △448,176  451,778

  報告セグメント  

調整額 

（注）１  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２  

  外食事業 
テイクアウト

事業  
計  

売上高           

(1）外部顧客への売上高  10,042,226  5,757,710  15,799,937  －  15,799,937

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 4,668  23,055  27,724  △27,724  －

計  10,046,894  5,780,766  15,827,661  △27,724  15,799,937

セグメント利益   740,652  115,282  855,935  △430,504  425,430

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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