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平成 24 年３月期第２四半期累計期間における業績予想と実績との差異 

および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成 23 年５月 10 日に公表いたしました平成 24 年３月期第２四半期累計期間（平成 23 年４月１日

～平成 23 年９月 30 日）の業績予想と実績との間に差異が生じましたので、お知らせいたします。 

また、平成 24 年３月期（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日）の通期業績予想を下記のとお

り修正いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 平成 24 年３月期 第２四半期累計期間業績予想と実績との差異の内容 

（平成 23 年４月１日～平成 23 年９月 30 日） 

（１）連結業績予想と実績との差異 

（単位 ： 百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想 （Ａ） 29,300 2,770 2,610 1,160 29.56 円

今回実績  （Ｂ） 29,728 3,515 3,389 1,618 41.26 円

増減額 （Ｂ－Ａ） 428 745 779 458 －

増減率 （％） 1.5 26.9 29.8 39.5 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 23 年３月期第２四半期） 
23,829 2,797 2,675 1,112 28.34 円

 

（２）個別業績予想と実績との差異 

（単位 ： 百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想 （Ａ） 29,200 2,790 2,630 1,180 30.07 円

今回実績  （Ｂ） 29,671 3,552 3,426 1,656 42.22 円

増減額 （Ｂ－Ａ） 471 762 796 476 －

増減率 （％） 1.6 27.3 30.3 40.3 －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 23 年３月期第２四半期） 
23,829 2,797 2,675 1,112 28.34 円



 

※当社は、子会社の設立に伴い平成23年３月期第２四半期より、従来の単体決算から連結決算に移行

しております。 

※当社は、平成23年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を実施

しております。そのため、上記の１株当たり四半期純利益につきましては、当該分割後の発行済株

式総数（39,234,000株）で除して、それぞれ算出しております。 

 

２． 平成 24 年３月期 通期業績予想の修正の内容（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

（１）連結業績予想の修正 

（単位 ： 百万円） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 60,200 5,690 5,370 2,280 58.11 円

今回修正予想（Ｂ） 60,200 6,280 6,000 2,740 69.83 円

増減額 （Ｂ－Ａ） － 590 630 460 －

増減率 （％） － 10.4 11.7 20.2 －

（ご参考）前期実績 

（平成 23 年３月期） 
48,835 4,762 4,567 2,019 51.46 円

 

（２）個別業績予想の修正 

（単位 ： 百万円） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 60,000 5,710 5,400 2,300 58.62 円

今回修正予想（Ｂ） 60,000 6,320 6,040 2,790 71.11 円

増減額 （Ｂ－Ａ） － 610 640 490 －

増減率 （％） － 10.7 11.9 21.3 －

（ご参考）前期実績 

（平成 23 年３月期） 
48,835 4,769 4,574 2,026 51.63 円

※当社は、平成23年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を実施

しております。そのため、上記の１株当たり当期純利益につきましては、当該分割後の発行済株式

総数（39,234,000株）で除して、それぞれ算出しております。 

 

３． 業績予想と実績との差異および修正の理由 

（１）第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異 

売上高に関しましては、当社の主力業態であります丸亀製麺の既存店舗の売上が、メディアへ

の露出や商品施策などの効果により計画を上回って推移いたしました。また、利益面に関しまし

ては、震災後の原材料高の影響が想定以下に留まったことに加え、販売費及び一般管理費が計画

を下回ったため、利益に寄与いたしました。 

この結果、平成23年５月10日に公表いたしました業績予想と実績に差異が発生いたしました。 

なお、連結業績につきましては、個別業績が主要因となり差異が生じたものであります。 

 

（２）通期業績予想の修正 

通期業績予想につきましては、第２四半期累計期間において、業績予想と実績との間に差異が

生じたことに加え、昨今の先行き不透明な経済環境を鑑み、慎重に計画の見直しを行った結果、



 

平成 23 年５月 10 日に公表いたしました通期業績予想を上回る見込みであるため、業績予想を修

正するものであります。 

なお、連結業績につきましては、個別業績が主要因となり修正を行なうものであります。 

また、平成 24 年３月期の期末配当予想についての変更はありませんが、業績の達成状況等をみ

ながら、当社の配当方針に基づき増配も検討してまいります。 

 

 

※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。 

 

以 上 

 

 


