
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年10月14日

【四半期会計期間】 第26期第２四半期(自　平成23年６月１日　至　平成23年　８月

31日)

 

【会社名】 株式会社ライフフーズ

【英訳名】 Life Foods Co.,Ｌtd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長　　清　水　　三　夫

【本店の所在の場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】 06－6338－8331(代表)

【事務連絡者氏名】
常務取締役
兼執行役員総務本部長
兼財経部長

 

　 吉　岡　　利　行

 

【最寄りの連絡場所】 大阪府吹田市江坂町一丁目13番41号

【電話番号】 06－6338－8331(代表)

【事務連絡者氏名】
常務取締役
兼執行役員総務本部長
兼財経部長

　

   吉　岡　　利　行

 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 　(大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

株式会社ライフフーズ(E03490)

四半期報告書

 1/27



第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　
　

回次
第25期
第２四半期
累計期間

第26期 
第２四半期 
累計期間

第25期 
第２四半期 
会計期間

第26期 
第２四半期 
会計期間

第25期

会計期間

自　平成22年 
　　　３月１日至　
平成22年 
　　　８月31日

自　平成23年 
　　　３月１日至　
平成23年 
　　　８月31日

自　平成22年 
　　　６月１日至　
平成22年 
　　　８月31日

自　平成23年 
　　　６月１日至　
平成23年 
　　　８月31日

自　平成22年
　　　３月１日至　
平成23年
　　　２月28日

売上高 (千円) 5,991,4216,084,9463,059,6723,079,64411,655,552

経常利益 (千円) 171,104 236,294 98,127 122,049 213,666

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) △141,728 180,226△172,879 126,483△225,919

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) ─ ─ 1,838,5261,838,5261,838,526

発行済株式総数 (株) ─ ─ 18,302,00018,302,00018,302,000

純資産額 (千円) ─ ─ 3,283,1533,380,5673,200,205

総資産額 (千円) ─ ─ 8,111,0748,153,9607,887,007

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 179.40 184.73 174.87

１株当たり四半期
純利益金額
又は１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △7.74 9.85 △9.45 6.91 △12.35

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ ─ 40.5 41.5 40.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △78,507 497,489 ─ ─ 62,685

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △434,190△402,435 ─ ─ △71,537

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 965,507△30,184 ─ ─ 866,755

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ─ 2,660,7143,130,6783,065,807

従業員数 (名) ─ ─ 289 274 278
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(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結累計（会計）期間等に係る主要な経営指

標等の推移については記載しておりません。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が

存在しないため記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第26期第２四半期累計（会計）期間潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。第25期第２四半期累計（会計）期間潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額及び第25期潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当社は、関係会社が存在しないため、該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成23年８月31日現在

従業員数(名) 274（1,390）

(注) １　従業員数は、嘱託契約の従業員及び準社員を除く就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均人員(１日８時間換算)であります。

３　臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、嘱託契約の従業員及び準社員を含んでおります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社において開示対象となる報告セグメントは、外食事業の単一事業であるため、主に業態区分別に記載

しております。

(1) 生産実績

当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績は記載しておりません。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期会計期間における仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業　　　　　　　態 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

ザめしや 476,943 97.5

街かど屋(ザめしや24) 198,295 121.3

めしや食堂 127,656 110.5

讃岐製麺 165,831 99.4

めしやっこ 1,851 21.1

合　　　　　　　計 970,578 101.7

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　上記の仕入高の金額は、仕入値引控除前の金額であります。

　

(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。

業　　　　　　　態 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

ザめしや 1,489,308 96.8

街かど屋(ザめしや24) 612,466 119.8

めしや食堂 371,022 109.9

讃岐製麺 601,472 97.3

めしやっこ 5,374 20.7

合　　　　　　　計 3,079,644 100.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについても重要な変更はありません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国の経済は、一部に景気の持ち直しが見受けられましたが、継続的

な円高や海外情勢が不安定な環境の中で、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により経済活動は

急速に落ち込み、電力供給不安等震災による影響が甚大であり先行き不透明な状況が続いております。ま

た、サプライチェーンの復旧による生産活動の回復で景気の上昇が期待されますが、放射能汚染による風

評被害等による個人消費の低迷、米国経済の回復の遅れや欧州金融不安等予断を許さない状況となって

おります。

外食産業におきましても、原発問題による自粛ムードが高まり、来店客数の減少で厳しい経営環境が続

いております。当社におきましては、東日本で営業活動をおこなっていないため、直接的な被害はありま

せんでした。震災により一部では不足した商品がありましたが、代替商品で対応し、お客様には安全・安

心な商品を供給してまいりました。

このような環境の中、一汁三菜をコンセプトに、旬の素材を使った高品質とおいしさにこだわった低価

格定食屋業態「街かど屋」を事業の柱として店舗展開をおこなっております。並行して、できたてメ

ニューにこだわった「ザめしや」等の既存店舗の強化と、店舗開発及び不採算店舗の撤退を進めており

ます。

また、販売促進活動を実施しており、「讃岐製麺」ではうどん５杯食べたら１杯無料等のいっぱい食べ

て１杯お得キャンペーン、「街かど屋」ではスタンプカードや携帯クーポンメールの配信等、消費者ニー

ズに対応したフェアを通じて企業価値の向上に努めております。

当第２四半期会計期間末の店舗数は118店舗となり、新規出店は１店舗、閉店は２店舗、業態転換店舗は

１店舗となりました。

以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、既存店売上高の増加による影響で、売上高は3,079,644千

円（前年同四半期比 0.7％増）、営業利益は賃借料の減少等コスト削減効果の影響で113,635千円（前年

同四半期比 23.2％増）、経常利益は122,049千円（前年同四半期比 24.4％増）、四半期純利益は減損損

失計上額が減少したこと等の影響で126,483千円（前年同期は四半期純損失 172,879千円）となりまし

た。
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(2) 財政状態の分析

　（資産の部）

流動資産は、現金及び預金の増加等により4,419,173千円（前事業年度末は3,973,804千円）となりま

した。設備投資や納税等の支払いがありましたが、銀行から400,000千円の資金調達をしたことにより現

金及び預金等が増加したためです。有形固定資産は、閉店による特別損失の計上の影響で2,033,556千円

（前事業年度末は2,077,930千円）、投資その他の資産は差入保証金の回収が進んだことで1,659,342千

円（前事業年度末は1,791,198千円）となり、資産の部合計は、8,153,960千円（前事業年度末は

7,887,007千円）となりました。

　（負債の部）

流動負債は、買掛金の増加等により、2,134,328千円（前事業年度末は2,089,201千円）となりました。

固定負債は、社債の増加等により2,639,064千円（前事業年度末は2,597,599千円）となり、負債の部合計

は4,773,392千円（前事業年度末は4,686,801千円）となりました。

　（純資産の部）

純資産の部合計は、利益剰余金の増加等により3,380,567千円（前事業年度末は3,200,205千円）とな

りました。これにより、当第２四半期会計期間末の自己資本比率は41.5％（前事業年度末は40.6％）とな

りました。

　

(3) 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の四半期末残高は第１四半期会計期間末に比べ

41,180千円増加し、3,130,678千円となっております。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を151,804千円計上したことや、非資金的費

用として減価償却費60,363千円があったこと等により201,784千円の収入（前年同四半期は55,247千円

の支出）となっております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、閉店等による差入保証金の回収による収入39,667千円、新規出

店のための有形固定資産の取得による支出46,049千円、有形固定資産の売却による収入35,000千円が

あったこと等により、40,680千円の収入（前年同四半期は937,046千円の支出）となっております。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金220,313千円、割賦債務36,949千円の返済による支出

等が進み、201,285千円の支出（前年同四半期は394,705千円の収入）となっております。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因

当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当社において開示対象となる報告セグメントは、外食事業の単一業態であるため、主に業態区分別に記

載しております。

当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった店舗について完了した

ものは次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

業態別の名称 設備の内容 投資額(千円) 完了年月
完成後の増加能力

(席)

秩父通店
(名古屋市西区)

街かど屋 店舗設備 49,572 平成23年７月 56

合計 ― ― 49,572 ― 56

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　完成後の増加能力欄については、店舗の客席数を記載しております。

　

当第２四半期会計期間において、新たに出店が確定した店舗は次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

業態別
の名称

設備の
内容

投資予定額(千円)
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力
(席)総額 既支払額

尼崎昭和通店
(兵庫県尼崎市)

街かど屋 店舗設備 27,2003,000
借入金 
割賦 
リース

平成23年８月 平成23年11月 54

南津守店
(大阪市西成区)

街かど屋 店舗設備 49,0003,000
借入金 
割賦 
リース

平成23年９月 平成23年11月 54

一宮末広店 
(愛知県一宮市)

街かど屋 店舗設備 48,0002,000
借入金 
割賦 
リース

平成23年９月 平成23年12月 44

合計 ― ― 124,2008,000― ― ― 152

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　完成後の増加能力欄については、各店舗の客席数を記載しております。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年10月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 18,302,00018,302,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 18,302,00018,302,000― ―

(注) 発行済株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年６月１日～
平成23年８月31日

─ 18,302,000 ─ 1,838,526 ─ 1,537,526

　

(6) 【大株主の状況】

平成23年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

清水　三夫 兵庫県西宮市 7,439 40.65

財団法人ライフスポーツ振興財団 兵庫県西宮市柏堂町3-7 3,000 16.39

清久商事株式会社 大阪市北区西天満１丁目11-20 2,964 16.19

株式会社ライフフーズ従業員持株会 大阪府吹田市江坂町１丁目13-41 1,416 7.74

清水　京子 東京都世田谷区 200 1.09

清水　周一 東京都世田谷区 200 1.09

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23－1 160 0.87

有限会社清水インベストメント 大阪市北区西天満１丁目11-20 150 0.82

ケイ低温フーズ株式会社 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目43－1 110 0.60

国分株式会社 東京都中央区日本橋１丁目1-1 110 0.60

計 ― 15,749 86.05
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
 普通株式　　　　　1,000

―

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり単元株式数は1,000株で
あります。

完全議決権株式(その他) 普通株式　　 18,299,000 18,299 同上

単元未満株式 普通株式　　　　　2,000 ― （注)

発行済株式総数 普通株式　 　18,302,000― ―

総株主の議決権 ― 18,299 ―

(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式667株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ライフフーズ

大阪府吹田市江坂町
１丁目13－41

1,000 ― 1,000 0.0

計 ― 1,000 ― 1,000 0.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成23年
　３月

　
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

最高(円) 150 144 145 145 154 154

最低(円) 130 135 141 143 145 140

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。 

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成22年３月１日から平成22年８月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成23年３月１日か

ら平成23年８月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成22年６月１日か

ら平成22年８月31日まで)及び前第２四半期累計期間(平成22年３月１日から平成22年８月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成23年３月１日から平成23年８月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任

監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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23年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,930,678 3,485,807

売掛金 14,379 9,175

商品 8,653 6,695

原材料及び貯蔵品 54,078 50,887

繰延税金資産 104,729 113,395

その他 306,654 307,843

流動資産合計 4,419,173 3,973,804

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１
 1,778,409

※１
 1,821,510

その他 ※１
 255,147

※１
 256,420

有形固定資産合計 ※２
 2,033,556

※２
 2,077,930

無形固定資産 41,887 44,073

投資その他の資産

差入保証金 1,284,081 1,408,473

繰延税金資産 230,246 212,789

その他 145,525 170,445

貸倒引当金 △510 △510

投資その他の資産合計 1,659,342 1,791,198

固定資産合計 3,734,786 3,913,202

資産合計 8,153,960 7,887,007

負債の部

流動負債

買掛金 360,013 282,764

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 781,262 901,297

未払法人税等 39,547 62,482

賞与引当金 125,345 111,776

その他 788,158 710,880

流動負債合計 2,134,328 2,089,201

固定負債

社債 130,000 70,000

長期借入金 1,618,008 1,638,600

長期預り保証金 157,019 162,364

退職給付引当金 258,043 256,581

その他の引当金 67,595 65,787

その他 408,397 404,266

固定負債合計 2,639,064 2,597,599

負債合計 4,773,392 4,686,801
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,838,526 1,838,526

資本剰余金 1,537,526 1,537,526

利益剰余金 4,897 △175,329

自己株式 △382 △382

株主資本合計 3,380,567 3,200,341

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 － △135

評価・換算差額等合計 － △135

純資産合計 3,380,567 3,200,205

負債純資産合計 8,153,960 7,887,007
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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）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 ※１
 5,991,421

※１
 6,084,946

売上原価 1,763,922 1,815,440

売上総利益 4,227,499 4,269,506

販売費及び一般管理費 ※２
 4,071,711

※２
 4,046,182

営業利益 155,787 223,323

営業外収益

受取利息 4,131 3,883

受取家賃 135,559 129,493

その他 29,893 28,347

営業外収益合計 169,583 161,724

営業外費用

支払利息 20,670 22,340

賃貸収入原価 128,891 122,872

その他 4,704 3,540

営業外費用合計 154,266 148,753

経常利益 171,104 236,294

特別利益

過年度損益修正益 － 2,739

固定資産売却益 － 35,000

受取補償金 － 66,666

特別利益合計 － 104,405

特別損失

有形固定資産除却損 41,951 29,297

減損損失 186,851 36,474

固定資産臨時償却費 18,427 －

店舗閉鎖損失 44,427 8,813

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,724

その他 5,755 14,368

特別損失合計 297,413 147,678

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △126,309 193,021

法人税等 ※３
 15,418

※３
 12,794

四半期純利益又は四半期純損失（△） △141,728 180,226
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【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成22年６月１日
　至 平成22年８月31日)

当第２四半期会計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 ※１
 3,059,672

※１
 3,079,644

売上原価 893,952 922,526

売上総利益 2,165,720 2,157,117

販売費及び一般管理費 ※２
 2,073,481

※２
 2,043,482

営業利益 92,238 113,635

営業外収益

受取利息 2,159 2,271

受取家賃 67,788 63,380

その他 12,981 15,280

営業外収益合計 82,929 80,933

営業外費用

支払利息 10,431 10,739

賃貸収入原価 64,476 60,706

その他 2,132 1,074

営業外費用合計 77,041 72,519

経常利益 98,127 122,049

特別利益

固定資産売却益 － 35,000

受取補償金 － 66,666

特別利益合計 － 101,666

特別損失

有形固定資産除却損 32,740 17,282

減損損失 186,851 36,474

店舗閉鎖損失 34,276 3,786

その他 947 14,368

特別損失合計 254,815 71,911

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △156,688 151,804

法人税等 ※３
 16,191

※３
 25,320

四半期純利益又は四半期純損失（△） △172,879 126,483
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年８月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△126,309 193,021

減価償却費 126,146 118,713

減損損失 186,851 36,474

固定資産臨時償却費 18,427 －

店舗閉鎖損失 44,427 －

転貸損失引当金の増減額（△は減少） － △990

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,626 13,568

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,899 1,461

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,986 2,797

受取利息及び受取配当金 △4,131 △3,884

支払利息 20,670 22,340

有形固定資産売却損益（△は益） － △35,000

固定資産除却損 41,951 29,297

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,724

売上債権の増減額（△は増加） △6,955 △5,203

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,638 △5,149

仕入債務の増減額（△は減少） △218,695 77,248

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,476 12,951

その他の資産の増減額（△は増加） △34,258 4,911

その他の負債の増減額（△は減少） △53,088 38,112

その他 1,509 3,755

小計 △11,328 563,153

利息及び配当金の受取額 3,206 2,800

利息の支払額 △24,147 △23,437

法人税等の支払額 △46,237 △45,026

営業活動によるキャッシュ・フロー △78,507 497,489

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 △1,000,000 △1,600,000

定期預金の払戻による収入 700,000 1,220,000

有形固定資産の売却による収入 － 38,000

有形固定資産の取得による支出 △177,895 △145,921

無形固定資産の取得による支出 △4,230 －

差入保証金の差入による支出 △13,210 △20,137

差入保証金の回収による収入 49,674 85,033

貸付けによる支出 △400 －

貸付金の回収による収入 11,871 22,790

その他 － △2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,190 △402,435
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年８月31日)

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 1,100,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △428,676 △540,627

社債の発行による収入 98,490 98,490

社債の償還による支出 － △20,000

セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産
売却代金の受入額

233,425 102,471

割賦債務の返済による支出 △37,727 △70,388

配当金の支払額 △4 △130

財務活動によるキャッシュ・フロー 965,507 △30,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452,810 64,870

現金及び現金同等物の期首残高 ※１
 2,207,904

※１
 3,065,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,660,714 3,130,678
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

【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】

　

　
当第２四半期累計期間

(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日)

１．会計処理基準に関する事項

の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準

第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用しております。

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益は2,066千円、経常利益は2,246

千円それぞれ減少し、税引前四半期純利益は60,970千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による差入保証金の変動額は58,724千円でありま

す。

　

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期累計期間

(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日)

１．法人税等並びに繰延税金資

産及び繰延税金負債の算定

方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業

年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを使用する

方法によっております。

　

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末
(平成23年２月28日)

※１ 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧

　 縮記帳累計額 

　　　建物　　　　33,368千円 

　　　その他　　　 5,626千円

※１ 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧

　 縮記帳累計額 

　　　建物　　　　33,368千円 

　　　その他　　　 5,626千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,784,177千

　　円であります。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,878,653千

　　円であります。
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(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間 
(自　平成22年３月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間 
(自　平成23年３月１日 
　至　平成23年８月31日)

※１ 当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が第１及

　 び第２四半期会計期間に多くなることにより、第３　

　 及び第４四半期会計期間に比べ高くなる季節的変動

　 があり、営業利益以下においても第１及び第２四半

　 期会計期間に偏る傾向があります。

　

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 は次のとおりであります。　

　

給与手当 542,880千円

賃金 1,238,647　
賞与引当金繰入額 72,424　
退職給付費用 42,504　
役員退職慰労引当金繰入額 2,649　
賃借料 851,860　

　

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

　 ります。　

　

※１ 　同左

 

 

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 は次のとおりであります。　

 

給与手当 521,758千円

賃金 1,245,255　
賞与引当金繰入額 123,499　
退職給付費用 42,433　
役員退職慰労引当金繰入額 2,797　
賃借料 803,622　

 

※３ 　同左

 

　

　

第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自　平成22年６月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期会計期間 
(自　平成23年６月１日 
　至　平成23年８月31日)

※１ 当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が第１及

　 び第２四半期会計期間に多くなることにより、第３　

　 及び第４四半期会計期間に比べ高くなる季節的変動

　 があり、営業利益以下においても第１及び第２四半

　 期会計期間に偏る傾向があります。

　

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 は次のとおりであります。　

　

給与手当 271,118千円

賃金 629,160　
賞与引当金繰入額 35,087　
退職給付費用 22,052　
役員退職慰労引当金繰入額 1,398　
賃借料 424,671　

　

※３ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示してお

　 ります。　

　

※１ 　同左

 

 

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　 は次のとおりであります。　

 

給与手当 259,879千円

賃金 625,985　
賞与引当金繰入額 67,132　
退職給付費用 22,254　
役員退職慰労引当金繰入額 1,398　
賃借料 400,257　

 

※３ 　同左
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期累計期間 
(自　平成22年３月１日 
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間 
(自　平成23年３月１日 
　至　平成23年８月31日)

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残

高と当第２四半期貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成22年８月31日現在）
（千円）

現金及び預金 3,560,714

預入期間が３か月超の定期預金 △900,000

現金及び現金同等物 2,660,714

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残

高と当第２四半期貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成23年８月31日現在）
（千円）

現金及び預金 3,930,678

預入期間が３か月超の定期預金 △800,000

現金及び現金同等物 3,130,678
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)及び当第２四半期累計期間(自  平成23年３月１日  至  平

成23年８月31日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 18,302,000

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 1,667

　

　

３．新株予約権の四半期会計期間末残高等

　　該当事項はありません。

　

　

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　　該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の

末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

　

５．株主資本の著しい変動

　　株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

(金融商品関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

　

(有価証券関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　当第２四半期会計期間(自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日)

該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

　当第２四半期会計期間(自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日)

該当事項はありません。

　

　

(資産除去債務関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動

はありません。 

　なお、当社は、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見

込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方

法によっております。 　

（注）第１四半期会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しているた

め、当第１四半期会計期間の期首における残高を前事業年度の末日における残高としております。

　

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当第２四半期累計期間(自　平成23年３月１日　至　平成23年８月31日)及び当第２四半期会計期間（自　平

成23年６月１日　至　平成23年８月31日）

当社は、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
    (追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

　

(賃貸等不動産関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

賃貸等不動産の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動

が認められません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末
(平成23年２月28日)

　 　

　 184.73円
　

　 　

　 174.87円
　

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成23年８月31日)

前事業年度末
(平成23年２月28日)

純資産の部の合計額(千円) 3,380,567 3,200,205

普通株式に係る純資産額(千円) 3,380,567 3,200,205

普通株式の発行済株式数(千株) 18,302 18,302

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株) 18,300 18,300

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △7.74円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１
株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純利益金額 9.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。
 

(注) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年８月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△141,728 180,226

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(千
円)

△141,728 180,226

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,300 18,300
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第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成22年８月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △9.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１
株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純利益金額 6.91円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。
 

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成22年８月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△172,879 126,483

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(千
円)

△172,879 126,483

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,300 18,300

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

　当第２四半期会計期間末(平成23年８月31日)

著しい変動がないため記載を省略しております。 

　

　

２ 【その他】

 該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成22年10月７日

株式会社ライフフーズ

取締役会　御中

　

　

 有限責任監査法人トーマツ 　

　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　 黒　　 　訓　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　溝　 口　　　聖 　規　　印

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ライフフーズの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第25期事業年度の第２四半期会計期間

(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年３月１日から平成22年８

月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ライフフーズの平成22年８月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成23年10月７日

株式会社ライフフーズ

取締役会　御中

　

　

 有限責任監査法人トーマツ 　

　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　 黒　　 　訓　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　溝　 口　　　聖 　規　　印

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ライフフーズの平成23年３月１日から平成24年２月29日までの第26期事業年度の第２四半期会計期間

(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年３月１日から平成23年８

月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ライフフーズの平成23年８月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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