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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 11,039 ― 1,321 ― 1,305 ― 607 ―
20年3月期第2四半期 7,872 54.1 740 30.9 701 23.7 271 △13.0

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

21年3月期第2四半期 9,888.21 ―
20年3月期第2四半期 4,545.41 ―

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

21年3月期第2四半期 10,837 4,034 37.2 65,727.24
20年3月期 8,424 3,544 42.1 57,738.10

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,034百万円 20年3月期  3,544百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 1,900.00 1,900.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,400.00 2,400.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 23,400 42.2 2,250 55.3 2,200 58.7 900 52.4 14,660.36

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  61,390株 20年3月期  61,390株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  61,390株 20年3月期第2四半期  59,751株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2. 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  
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※前年同期の金額及び前年同期増減率につきましては、参考として記載しております。 

当第２四半期累計期間における我が国経済は、原油価格の高騰に伴う諸物価の上昇が家計や企業業績

を圧迫する中、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により景気の減速感は、一層強ま

ってまいりました。 

当業界におきましても、消費者心理の悪化や原材料費及び人件費等の上昇により、経営環境は一段と

厳しさが増しております。 

このような状況の下、当社は第１四半期に引続き、より収益性の高い丸亀製麺部門に出店を集中させ

更なる業容の拡大を図ると共に、一層の経営効率の向上に努めてまいりました。 

部門別の出店状況といたしましては、当第２四半期累計期間は、主力のセルフうどん業態である丸亀

製麺部門において、36店舗（ロードサイド33店舗、ショッピングセンター内３店舗）出店する一方、と

りどーる部門１店舗を閉店し、当第２四半期会計期間末の営業店舗数は、全部門の合計で225店舗とな

りました。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高11,039,844千円、営業利益1,321,898千円、経常

利益1,305,652千円、四半期純利益607,037千円となりました。 

  

①丸亀製麺部門 

丸亀製麺部門では、ロードサイドに33店舗、ショッピングセンター内に３店舗を出店し、ロードサイ

ドへの出店を加速させたことにより、当第２四半期累計期間では36店舗を出店し、当第２四半期会計期

間末において144店舗となりました。 

 この結果、当部門の売上高は7,496,880千円（前年同期比90.3%増）となりました。 

②とりどーる部門 

とりどーる部門では、当第２四半期累計期間に新たな出店はなく、１店舗を閉店したことにより、当

第２四半期会計期間末の店舗数は26店舗となりました。 

 この結果、当部門の売上高は1,684,430千円（前年同期比7.6%減）となりました。 

③丸醤屋部門 

丸醤屋部門では、当第２四半期累計期間に新たな出店はなく、当第２四半期会計期間末の店舗数は23

店舗のまま増減はございません。 

 この結果、当部門の売上高は835,855千円（前年同期比3.1%減）となりました。 

④長田本庄軒部門 

長田本庄軒部門では、当第２四半期累計期間に新たな出店はなく、当第２四半期会計期間末の店舗数

は14店舗のまま増減はございません。 

 この結果、当部門の売上高は385,972千円（前年同期比17.3%減）となりました。 

⑤粉もん屋部門 

粉もん屋部門では、当第２四半期累計期間に新たな出店はなく、当第２四半期会計期間末の店舗数は

７店舗のまま増減はございません。 

 この結果、当部門の売上高は302,074千円（前年同期比27.0%減）となりました。 

⑥その他部門 

その他部門では、当第２四半期累計期間に新たな出店はなく、当第２四半期会計期間末の店舗数は11

店舗のまま増減はございません。 

 この結果、当部門の売上高は334,629千円（前年同期比9.3%減）となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 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 

 (資産) 

当第２四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末に比べ2,413,271千円増加し、

10,837,804千円（前期比28.6％増）となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金が前事業年度末に比べ895,241千円増加し、流動資産は

2,950,001千円（前期比43.6％増）となりました。 

固定資産につきましては、有形・無形固定資産は前事業年度末に比べ883,443千円増加し、4,829,022

千円（前期比22.4％増）となり、投資その他の資産は前事業年度末に比べ634,812千円増加し、

3,058,781千円（前期比26.2％増）となりました。これらは、主に新規出店の投資によるものです。 

  

（負債・純資産） 

当第２四半期会計期間末における負債の残高は、前事業度末に比べ1,922,817千円増加し、6,802,809

千円（前期比39.4％増）となりました。 

負債の増加の主な要因は、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計額が前事

業年度末に比べ1,653,982千円増加したことによるものです。これらは主に新規出店の投資のための借

り入れによるものです。 

純資産は、前事業年度末に比べ490,453千円増加し、4,034,995千円（前期比13.8％増）となりまし

た。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、主に店舗拡大のための設備投資等に使用し

ましたが、営業活動により獲得した資金、借入により獲得した資金等により、結果として、前年同四半

期末より108,929千円減少し、2,051,557千円（前年同期比5.0％減）となりました。 

  

当第２四半期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。 

  

営業活動により得られた資金は、1,486,277千円（前年同期は852,657千円）となりました。これは主

に税引前四半期純利益を1,220,693千円、減価償却費を430,751千円計上した一方で、法人税等の支払に

よる支出が418,276千円あったこと等によるものです。 

  

投資活動により使用した資金は、1,942,627千円（前年同期は1,400,286千円）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1,395,196千円、敷金及び保証金の支払による

支出が261,088千円及び建設協力金の支払による支出が381,500千円あったこと等によるものです。 

  

財務活動により得られた資金は、1,407,341千円（前年同期は1,564,394千円）となりました。これは

短期借入金及び長期借入金による収入が2,500,000千円あった一方で、借入金の返済と社債の償還によ

る支出が976,018千円と、配当の支払額が116,641千円あったこと等によるものです。 

2. 財政状態に関する定性的情報

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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今後の見通しにつきましては、事業領域の選択と集中を行い、投資資金をより収益性の高い業態であ

る丸亀製麺部門を中心に展開する予定であります。 

当会計年度の出店数は、前会計年度の66店舗を上回る80店舗の新規出店を計画しております。 

部門ごとの出店数は、「丸亀製麺」を70店舗、その他部門を10店舗予定しており、出店形態の中心

は、都市計画法の改正に伴いショッピングセンターの出店が鈍化することが予想されることから、ロー

ドサイド店舗の出店を積極的に展開することを計画しております。 

また、雇用環境の変化から人材に関する求人費用等の増加が予想されることや、営業年数を経た店舗

においては、店舗施設のリニューアルも計画しており、販売費及び一般管理費率の増加を見込んでおり

ます。 

以上の状況から、通期の業績見通しにつきましては、売上高234億円、営業利益22億50百万円、経常

利益22億円、当期純利益9億円を見込んでおります。 

当社は、出店に際し、店舗の採算性を重視しておりますため、計画した店舗数に見合った出店地を十

分に確保出来ない場合や、食材に係わる安全性の問題や市場変動等が生じた場合には、当社の業績見通

しに影響を与える可能性があります。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

  

当事業年度より「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、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,041,420 1,146,178

営業未収入金 562,748 613,363

原材料 34,838 29,732

繰延税金資産 98,842 90,128

その他 212,150 175,582

流動資産合計 2,950,001 2,054,986

固定資産

有形固定資産

建物 3,419,544 2,730,045

工具、器具及び備品 803,916 687,338

その他 561,294 491,650

有形固定資産合計 4,784,756 3,909,034

無形固定資産 44,266 36,544

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,596,491 1,327,788

繰延税金資産 142,609 102,277

その他 1,359,837 1,022,903

貸倒引当金 △40,157 △29,000

投資その他の資産合計 3,058,781 2,423,969

固定資産合計 7,887,803 6,369,547

資産合計 10,837,804 8,424,533
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 518,707 484,868

短期借入金 168,000 0

1年内返済予定の長期借入金 1,027,126 615,456

1年内償還予定の社債 50,000 160,000

未払法人税等 690,434 445,742

引当金 109,521 118,207

その他 1,234,688 1,105,697

流動負債合計 3,798,478 2,929,972

固定負債

社債 260,000 280,000

長期借入金 2,736,633 1,662,321

その他 7,698 7,698

固定負債合計 3,004,331 1,950,019

負債合計 6,802,809 4,879,991

純資産の部

株主資本

資本金 826,940 826,940

資本剰余金 884,588 884,588

利益剰余金 2,322,811 1,832,415

株主資本合計 4,034,339 3,543,943

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 655 598

評価・換算差額等合計 655 598

純資産合計 4,034,995 3,544,542

負債純資産合計 10,837,804 8,424,533
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 11,039,844 

売上原価 2,822,197 

売上総利益 8,217,646 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 6,895,748 

営業利益 1,321,898 

営業外収益 

受取利息 8,486 

受取配当金 29 

受取地代家賃 5,541 

ポイント引当金戻入額 10,723 

その他 10,624 

営業外収益合計 35,406 

営業外費用 

支払利息 28,340 

貸倒引当金繰入額 11,157 

その他 12,155 

営業外費用合計 51,652 

経常利益 1,305,652 

特別利益 

固定資産受贈益 4,200 

特別利益合計 4,200 

特別損失 

減損損失 83,515 

附帯税納付額 5,178 

その他 465 

特別損失合計 89,159 

税引前四半期純利益 1,220,693 

法人税、住民税及び事業税 662,740 

法人税等調整額 △49,084 

法人税等合計 613,655 

四半期純利益 607,037 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 1,220,693 

減価償却費 430,751 

減損損失 83,515 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,157 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,723 

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,573 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △3,535 

受取利息及び受取配当金 △8,516 

支払利息及び社債利息 28,340 

固定資産除却損 1,329 

固定資産受贈益 △4,200 

店舗閉鎖損失 465 

売上債権の増減額（△は増加） 50,614 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,894 

仕入債務の増減額（△は減少） 33,838 

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,950 

未払金の増減額（△は減少） 127,537 

未払費用の増減額（△は減少） 42,143 

その他 △30,997 

小計 1,932,141 

利息及び配当金の受取額 590 

利息の支払額 △28,178 

法人税等の支払額 △418,276 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,486,277 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 55,729 

有形固定資産の取得による支出 △1,395,196 

無形固定資産の取得による支出 △4,881 

敷金及び保証金の差入による支出 △261,088 

敷金及び保証金の回収による収入 19,604 

建設協力金の支払による支出 △381,500 

建設協力金の回収による収入 30,492 

その他の収入 2,400 

その他の支出 △8,186 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,942,627 

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 500,000 

短期借入金の返済による支出 △332,000 

長期借入れによる収入 2,000,000 

長期借入金の返済による支出 △514,018 

社債の償還による支出 △130,000 

配当金の支払額 △116,641 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,407,341 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 950,991 

現金及び現金同等物の期首残高 1,100,566 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,051,557 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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１．前年同四半期に係る財務諸表等 

「参考」

(1) 前中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 7,872,775  100.0 

Ⅱ 売上原価 2,161,198  27.5 

   売上総利益 5,711,577  72.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,970,941  63.1 

   営業利益 740,635  9.4 

Ⅳ 営業外収益 29,968  0.4 

Ⅴ 営業外費用 68,799  0.9 

   経常利益 701,804  8.9 

Ⅵ 特別損失 158,244  2.0 

   税引前中間純利益 543,560  6.9 

   法人税、住民税及び事業税 337,592 

   法人税等調整額 △65,623  271,968  3.5 

   中間純利益 271,591  3.4 
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(2) 前中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 543,560

   減価償却費 303,465

      減損損失 55,085

   出店協賛金受入益 △ 8,450

    投資有価証券評価損 19

   貸倒引当金の増減損 15,453

   ポイントカード引当金の増減額 56,332

   賞与引当金の増減額 10,012

   店舗閉鎖損失引当金の増減額 9,345

   受取利息及び受取配当金 △ 3,289

   支払利息及び社債利息 21,175

   固定資産除却損 4,386

   店舗閉鎖損失 32,577

   売上債権の増減額 △ 69,475

   たな卸資産の増減額 △ 3,111

   仕入債務の増減額 51,819

   その他 139,378

    小計 1,158,285

   利息及び配当金の受取額 302

   利息の支払額 △ 19,335

   法人税等の支払額 △ 286,595

 営業活動によるキャッシュ・フロー 852,657

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額 △ 12,909

   有形固定資産の取得による支出 △ 980,396

   無形固定資産の取得による支出 △ 4,012

   敷金・保証金の支払による支出 △ 186,965

   敷金・保証金の返還による収入 3,982

   建設協力金の支払による支出 △ 223,600

   建設協力金の返還による収入 13,865

   出店協賛金受入による収入 420

   その他 △ 10,669

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,400,286
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前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 787,000

   長期借入金の返済による支出 △ 167,703

   社債償還による支出 △ 35,000

   株式発行による収入 1,077,660

   配当金の支払額 △ 97,563

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,564,394

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 1,016,764

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,143,723

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,160,487
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（1）仕入実績 

  当事業年度における仕入実績を部門別に示すと次のとおりです。 

 
（注） 上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  

（2）販売実績 

  当事業年度における販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 
（注） 上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  

  

  

  

２．生産、受注及び販売の状況

部門

第18期 第２四半期累計期間 第19期 第２四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

丸亀製麺 999,685 45.7 1,808,762 63.2 

とりどーる 573,098 26.2 541,300 18.9 

丸醤屋 117,716 5.4 234,453 8.2 

長田本庄軒 263,255 12.0 96,009 3.4 

粉もん屋 122,115 5.6 84,163 2.9 

その他 110,321 5.0 98,078 3.4 

合計 2,186,192 100.0 2,862,768 100.0 

部門

第18期 第２四半期累計期間 第19期 第２四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

丸亀製麺 3,938,770 50.0 7,496,880 67.9 

とりどーる 1,822,472 23.1 1,684,430 15.3 

丸醤屋 413,895 5.3 835,855 7.6 

長田本庄軒 862,172 11.0 385,972 3.5 

粉もん屋 466,712 5.9 302,074 2.7 

その他 368,751 4.7 334,629 3.0 

合計 7,872,775 100.0 11,039,844 100.0 
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