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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6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1四半期 2,714 ― 16 ― 13 ― △3 ―

20年3月期第1四半期 2,816 16.7 87 290.4 78 431.9 64 1,252.9

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1四半期 △0.06 ―

20年3月期第1四半期 1.52 ―

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1四半期 10,649 7,078 66.5 168.73
20年3月期 10,818 7,159 66.2 170.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,078百万円 20年3月期  7,159百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 5,600 ― 130 ― 110 ― 40 ― 0.95
通期 12,200 7.3 500 △14.9 450 △19.9 200 52.1 4.77

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、3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、3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1四半期  42,000,000株 20年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  53,660株 20年3月期  53,660株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  41,946,340株 20年3月期第1四半期  41,946,490株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は、当社が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。 
・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
適用しています。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います。 
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速化、円高の進

展、原油・原材料価格の高騰等により、先行きの不透明感を強めることとなりました。
　このような景気後退の影響もあり、外食業界においては、当第1四半期の既存店ベースの売上高は3ヶ月連
続で前年を下回りました（日本フードサービス協会調べ）。
　こうした環境下、当社の主力事業である飲食事業部門の当第1四半期の売上高は2,516百万円と前年同期比
3.8%減となりました。これは前年の閉店による売上減少が143百万円であったのに対し、開店による売上増加
が116百万円に止まったことに加え、前年同期に好調であったユニオン・スクエア・トウキョーの開店景気が
沈静化したことなどによるものです。業態別の売上では、洋食業態で21.0%、和食業態で10.0%、バー業態で
8.8%と、それぞれ前年同期を下回りましたが、牛肉業態では前年同期比7.1%増となりました。また、当第1四
半期末の飲食事業部門の店舗数は、不採算店の鍋ぞう松戸店を閉店した結果63店舗となりました。その内訳
は、洋食レストラン13店舗、和食レストラン7店舗、牛肉レストラン36店舗、バー業態6店舗、ドルチェショ
ップ1店舗となりました。
　その他事業部門として、当社は当第1四半期において、引き続き所有不動産の賃貸およびビジネスホテル、
ビリヤード場を各1店舗経営するとともに、フランチャイズ事業を展開しました。これら事業の売上高は、前
年同期比1.4%減の193百万円と、ほぼ前年同期並みとなりました。
　これら両部門に本社部門の売上を加え、当社の当第1四半期の売上高は2,714百万円と前年同期比3.6%減と
なりました。売上減少に加え、原材料価格の高騰および今後の新規出店に備えた人員増強による人件費増加
などにより、当第1四半期の営業利益は前年同期比71百万円減の16百万円、経常利益は前年同期比65百万円減
の13百万円となり、前年同期比66百万円減の純損失3百万円を計上することとなりました。
　また、当社は2008年4月に、当社の新たな企業哲学として「フィロソフィー」を制定しました。「フィロソ
フィー」は、従来の基本理念である「ミッション」を進化させたもので、これを経営者および社員間で共有
し、ベクトルを統一することにより、全社一丸となって中期経営計画の達成を図ります。

2. 財政状態に関する定性的情報
当第1四半期末の総資産は10,649百万円となり、前事業年度末と比較して169百万円減少しまし

た。主な要因は、現金及び預金の減少によるものです。
　当第1四半期末の負債は3,571百万円となり、前事業年度末と比較して88百万円減少しました。
主な要因は、短期借入金は増加しましたが店舗設備取得費用、法人税等の支払いにより未払金およ
び未払法人税等が減少したためです。
　当第1四半期末の純資産は7,078百万円となり、前事業年度末と比較して、81百万円減少しまし
た。主な要因は、配当により利益剰余金が減少したことによります。

（キャッシュ・フローについて）
　当第1四半期末の現金および現金同等物は以下に記載したキャッシュ・フローにより553百万円
となり、前事業年度末に比べ123百万円減少しました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払い208百万円、固定資産の減価償却費100
百万円、従業員の賞与関連の引当金の減少59百万円等がありました。この結果、営業活動のキャッ
シュ・フローは110百万円の支出となり、前年同期と比較して223百万円減少しました。

（投資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・フローは、主として店舗内装設備等の取得により247百万円を支出、
店舗閉店による差入保証金の返還等により67百万円の収入があった結果、235百万円の支出とな
りました。

（財務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・フローは、短期および長期借入金による収入が686百万円、一方、支
出は短期および長期借入金の返済が338百万円、配当の支払いが126百万円の支出となった結果、
222百万円の収入となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報
平成21年3月期の業績予想については、平成20年5月8日に公表した業績予想に変更はありません。
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4. その他
(1) 簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
（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かかる減価償却費の額を期間按分して算定しています。
（税金費用の計算）
　税金費用については、当第1四半期事業年度を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用
後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しています。な
お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。

(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
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)を適用しています。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います。
②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、最終仕入原価法による原価法を適用していま
したが、当第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号平成18年7月5
日）が適用されたことに伴い、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げ方法）により算定しています。この変更による損益に与える影響はありません。

― 3 ―
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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１四半期会計期間末

(平成20年6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 552,996 675,906

売掛金 298,830 326,888

その他 161,517 177,640

流動資産合計 1,013,343 1,180,433

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,266,541 2,340,899

土地 4,958,608 4,958,608

その他 334,829 322,632

有形固定資産合計 7,559,979 7,622,140

無形固定資産 68,061  70,479

投資その他の資産

投資有価証券 478,664 400,075

差入保証金 1,430,203 1,446,124

その他 98,535 98,896

投資その他の資産合計 2,007,402 1,945,094

固定資産合計 9,635,442 9,637,713

資産合計 10,648,785 10,818,146

負債の部

流動負債

買掛金 447,399 480,879

短期借入金 443,000 105,800

1年内返済予定の長期借入金 593,156 615,060

未払費用 489,384 485,115

その他 227,226 670,587

流動負債合計 2,200,164 2,357,441

固定負債

長期借入金 1,037,441 1,004,893

その他 333,675 296,831

固定負債合計 1,371,116 1,301,724

負債合計 3,571,280 3,659,165

純資産の部

株主資本

資本金 4,280,000 4,280,000

資本剰余金 2,069,534 2,069,534

利益剰余金 499,663 628,212

自己株式 △7,382 △7,382

株主資本合計 6,841,816 6,970,364

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 235,689 188,617

評価・換算差額等合計 235,689 188,617

純資産合計 7,077,505 7,158,981

負債純資産合計 10,648,785 10,818,146

― 4 ―
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年 4月 1日

　至 平成20年 6月30日)

売上高 2,713,791

売上原価 680,691

売上総利益 2,033,100

販売費及び一般管理費 2,017,172

営業利益 15,928

営業外収益

受取配当金 5,164

その他 3,765

営業外収益合計 8,929

営業外費用

支払利息 11,869

その他 189

営業外費用合計 12,058

経常利益 12,799

特別利益

投資有価証券売却益 444

特別利益合計 444

特別損失

固定資産除却損 2,025

その他 482

特別損失合計 2,507

税引前四半期純利益 10,737

法人税、住民税及び事業税 13,446

四半期純利益 △2,709

― 5 ―
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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１四半期累計期間

(自 平成20年4月 1日

　至 平成20年6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 10,737

減価償却費 100,431

長期前払費用償却額 361

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,625

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,731

受取利息及び受取配当金 △5,186

支払利息 11,869

為替差損益（△は益） 363

投資有価証券売却損益（△は益） △444

有形固定資産除却損 2,025

売上債権の増減額（△は増加） 28,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,108

その他の資産の増減額（△は増加） 18,245

仕入債務の増減額（△は減少） △33,480

未払債務の増減額（△は減少） 18,194

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,875

その他の負債の増減額（△は減少） 22,202

小計 106,205

利息及び配当金の受取額 5,186

利息の支払額 △12,985

法人税等の支払額 △208,160

営業活動によるキャッシュ・フロー △109,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 1,227

有形固定資産の取得による支出 △246,904

無形固定資産の取得による支出 △5,136

投資その他の資産の増減額（△は増加） △50,822

差入保証金の回収による収入 66,845

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,790

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 486,000

短期借入金の返済による支出 △148,800

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △189,356

配当金の支払額 △125,846

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,909

現金及び現金同等物の期首残高 675,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 552,996
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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)を適用しています。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います。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

― 7 ―
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1)前四半期損益計算書

（単位:千円）

科目 前第1四半期累計期間

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年 6月30日

金額

Ⅰ 売上高 2,815,651

Ⅱ 売上原価 686,800

売上総利益 2,128,851

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,042,027

営業利益 86,823

Ⅳ 営業外収益 7,110

Ⅴ 営業外費用 15,648

支払利息 15,373

その他 275

経常利益 78,286

Ⅵ 特別利益 70,200

営業補償金 70,200

Ⅶ 特別損失 29,641

店舗閉店損失 29,424

その他 217

税引前四半期純利益 118,845

法人税、住民税及び事業税 55,211

四半期純利益 63,635

(注)千円未満を四捨五入して表示しています。
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(2)前四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位:千円）

前第1四半期累計期間

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年 6月30日

金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 118,845

減価償却費 103,967

退職給付・賞与引当金の増加・減少額(△) △74,160

支払利息 15,373

有形固定資産除却損 29,231

売上債権の増加(△)・減少額 △39,917

たな卸資産の増加(△)・減少額 6,966

仕入・未払債務の増加・減少額(△) 43,511

その他 48,412

小計 252,228

利息の支払額 △16,456

法人税等の支払額 △122,971

その他 20

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,821

Ⅱ 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 △177,826

その他資産の取得・差入による支出 △7,687

その他資産の売却・返還による収入 70,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,318

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入 300,000

短期借入金の返済による支出 △85,000

長期借入による収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △220,560

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払 △83,893

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,547

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額(△) 68,051

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 744,349

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 812,400

(注)千円未満を四捨五入して表示しています。
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