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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 52,434 15.4 5,204 △1.8 5,051 △1.3 2,563 5.5
24年3月期第3四半期 45,449 24.7 5,299 41.3 5,120 42.4 2,429 58.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,518百万円 （4.3％） 24年3月期第3四半期 2,414百万円 （57.1％）

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3月期第3四半期 65.28 65.21
24年3月期第3四半期 61.93 61.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 43,136 14,155 32.3
24年3月期 39,731 12,106 30.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,948百万円 24年3月期  11,904百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 18.50 18.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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 73,000 19.5 8,040 19.2 7,780 19.7 3,650 19.7 92.94



  

 

 

 
  

・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、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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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等については、添付

資料P３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

 

 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ４社（社名）TORIDOLL AUSTRALIA PTY LIMITED

TORIDOLL KOREA CORPORATION

東利多控股有限公司

東利多股份有限公司

除外 ３社（社名）東利多和頤有限公司

上海東利多餐飲管理有限公司

北京東利多餐飲管理有限公司

(注)詳細は、添付資料P４「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 39,285,200株 24年３月期 39,234,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 39,268,730株 24年３月期３Ｑ 39,234,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな

景気回復の兆しがみられたものの、欧州債務危機を背景とした海外経済の減速懸念や長期化する円高に

より、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 外食業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向は依然として強く、業態を超えた低価格

競争も激しさを増すなど、経営環境は厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、当社グループでは、国内では引き続き主力業態であります「丸亀製麺」に経営

資源を集中し、継続して新規出店に取り組むと共に、パブリシティによる露出機会の増加や積極的な商

品施策を実施するなど、認知度及び顧客満足度の向上に向けた施策を実施してまいりました。また、海

外におきましては引き続きフランチャイズを含めた出店を進めてまいりました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は、前連結会計年度末に比べ

128店舗増加して758店舗（フランチャイズ等13店舗を含む）となり、当第３四半期連結累計期間の業績

は、売上高524億34百万円（前年同期比15.4％増）、営業利益52億４百万円（前年同期比1.8％減）、経

常利益50億51百万円（前年同期比1.3％減）、四半期純利益25億63百万円（前年同期比5.5％増）となり

ました。 

  

事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

＜丸亀製麺（セルフうどん業態）＞ 

 丸亀製麺では、引き続き経営資源を集中させ、ロードサイド87店舗、ショッピングセンター内22店舗

の計109店舗を出店したことにより、当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は670店舗となり、売上

高は476億53百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 

  

＜とりどーる（焼き鳥ファミリーダイニング業態）＞ 

 とりどーるでは、店舗の増減はなく、当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は22店舗となり、売

上高は19億38百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

  

＜丸醤屋（ラーメン業態）＞ 

 丸醤屋では、２店舗を閉店したことにより、当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は20店舗とな

り、売上高は10億48百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

  

＜長田本庄軒（焼きそば業態）＞ 

 長田本庄軒では、新たに１店舗を出店したことにより、当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は

16店舗となり、売上高は６億74百万円（前年同期比7.3％減）となりました。 

  

＜その他＞ 

 その他では、新たに18店舗（直営７店舗、フランチャイズ等11店舗）を出店し、１店舗を閉店したこ

とにより、当第３四半期連結累計期間末の営業店舗数は30店舗（フランチャイズ等13店舗を含む）とな

り、売上高は11億20百万円（前年同期比81.7％増）となりました。 

 なお、その他には「麺屋通り」、「グリル三番館」、「スージーおばさんのトマトパスタ」、「とん

助」、「まきの」等が含まれております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ34億５百万円増加し、431

億36百万円（前期比8.6％増）となりました。 

 これは主に新規出店に係わる設備投資、敷金及び保証金、建設協力金等が増加したことによるも

のです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ13億56百万円増加し、289億81百万円（前期比4.9％増）となり

ました。 

 これは主に積極的な設備投資のための資金調達により、長期借入金（１年内返済予定を含む）が

増加した一方で、未払法人税等が減少したことによるものです。 

 純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ20億48百万円増加し、141億55百万

円（前期比16.9％増）となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、59

億９百万円（前年同期比23.2％減）となりました。 

  

各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動により得られた資金は39億０百万円（前年同期比37.3％減）となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益を49億90百万円、減価償却費を28億24百万円計上した一方で、法人税等の支払によ

る支出が41億40百万円あったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は66億93百万円（前年同期比16.9％増）となりました。これは主に新規

出店に伴い、有形固定資産の取得による支出が52億４百万円、敷金及び保証金の差入による支出が６億

42百万円及び建設協力金の支払による支出が８億81百万円あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は11億22百万円（前年同期比57.7％減）となりました。これは主に長期

借入れによる収入が61億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が43億３百万円、配当金の支払

が６億８百万円あったこと等によるものです。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表しました「平成24年３月期

決算短信」における連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  

（２）連結財政状態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
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当社は、当第３四半期連結累計期間にTORIDOLL AUSTRALIA PTY LIMITED、TORIDOLL KOREA 

CORPORATION、東利多控股有限公司及び東利多股份有限公司を設立し、当該各子会社の資本金の額が、

当社の資本金の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することとなりました。 

 これに伴い、TORIDOLL AUSTRALIA PTY LIMITED、TORIDOLL KOREA CORPORATION、東利多控股有限公司

及び東利多股份有限公司は当社の連結子会社となっております。 

 また、当第３四半期連結累計期間に東利多和頤有限公司の株式の一部をHEYI GROUP HOLDING LIMITED

に譲渡（発行済株式総数の63％）したため、東利多和頤有限公司並びに同社を通じて出資総額の100％

を間接所有していた上海東利多餐飲管理有限公司及び北京東利多餐飲管理有限公司は、当社の特定子会

社に該当しないことになりました。 

 これに伴い、東利多和頤有限公司は連結子会社から持分法適用会社となり、上海東利多餐飲管理有限

公司及び北京東利多餐飲管理有限公司は連結の範囲から除外いたしました。 

  

（会計上の見積りの変更と区別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４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ86百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,639 5,909

営業未収入金 999 1,160

商品 － 4

原材料及び貯蔵品 115 128

繰延税金資産 529 365

その他 629 931

流動資産合計 9,912 8,499

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,309 17,349

工具、器具及び備品（純額） 2,089 2,454

リース資産（純額） 2,959 3,064

その他（純額） 491 178

有形固定資産合計 19,849 23,047

無形固定資産 217 232

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,629 4,207

建設協力金 4,619 5,175

繰延税金資産 564 638

その他 951 1,352

貸倒引当金 △14 △17

投資その他の資産合計 9,751 11,357

固定資産合計 29,818 34,637

資産合計 39,731 43,136

負債の部

流動負債

買掛金 1,562 1,724

1年内返済予定の長期借入金 4,981 5,845

リース債務 197 190

未払法人税等 2,482 635

引当金 238 121

その他 4,455 5,497

流動負債合計 13,917 14,015

固定負債

長期借入金 9,896 10,829

リース債務 3,156 3,353

資産除去債務 591 726

その他 63 56

固定負債合計 13,707 14,965

負債合計 27,624 28,981
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,318 1,348

資本剰余金 1,375 1,406

利益剰余金 9,234 11,262

株主資本合計 11,928 14,017

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △24 △69

その他の包括利益累計額合計 △24 △69

新株予約権 202 206

純資産合計 12,106 14,155

負債純資産合計 39,731 43,136
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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３四半期連結累計期間
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12月31日)

売上高 45,449 52,434

売上原価 11,637 13,076

売上総利益 33,812 39,357

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 28,513 34,152

営業利益 5,299 5,204

営業外収益

受取利息 62 71

その他 50 70

営業外収益合計 113 142

営業外費用

支払利息 254 254

その他 38 40

営業外費用合計 292 295

経常利益 5,120 5,051

特別利益

新株予約権戻入益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

店舗閉鎖損失 2 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18 －

減損損失 125 59

子会社株式売却損 － 2

特別損失合計 146 61

税金等調整前四半期純利益 4,973 4,990

法人税、住民税及び事業税 2,540 2,336

法人税等調整額 3 90

法人税等合計 2,543 2,426

少数株主損益調整前四半期純利益 2,429 2,563

四半期純利益 2,429 2,563
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,429 2,563

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △15 △44

その他の包括利益合計 △15 △44

四半期包括利益 2,414 2,518

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,414 2,518
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12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 4,973 4,990

減価償却費 2,597 2,824

減損損失 125 59

株式報酬費用 51 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △77 △102

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 18 △14

受取利息 △62 △71

支払利息 254 254

子会社株式売却損益（△は益） － 2

店舗閉鎖損失 2 －

売上債権の増減額（△は増加） △240 △161

たな卸資産の増減額（△は増加） 2 △20

仕入債務の増減額（△は減少） 280 175

未払消費税等の増減額（△は減少） 85 △245

未払金の増減額（△は減少） 215 203

未払費用の増減額（△は減少） 476 436

その他 △135 △81

小計 8,566 8,297

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △252 △256

災害損失の支払額 △17 －

法人税等の支払額 △2,079 △4,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,217 3,900

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 △4,650 △5,204

無形固定資産の取得による支出 △50 △45

敷金及び保証金の差入による支出 △479 △642

敷金及び保証金の回収による収入 69 49

建設協力金の支払による支出 △793 △881

建設協力金の回収による収入 229 272

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △110

その他 △50 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,725 △6,693
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） － 68

長期借入れによる収入 7,500 6,100

長期借入金の返済による支出 △4,253 △4,303

リース債務の返済による支出 △143 △156

配当金の支払額 △451 △608

その他 － 21

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,651 1,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,134 △1,730

現金及び現金同等物の期首残高 4,560 7,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,695 5,909
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 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
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