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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 11,135 ― △264 ― △234 ― △210 ―
20年3月期第1四半期 11,287 0.8 △25 ― 8 △96.4 △242 ―

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 △8.20 ―
20年3月期第1四半期 △9.52 ―

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 40,205 32,483 80.8 1,267.30
20年3月期 41,498 32,780 79.0 1,283.90

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  32,483百万円 20年3月期  32,780百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 13.00 26.00

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  有   

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 22,250 ― △550 ― △500 ― △430 ― △16.78
通期 50,000 0.8 2,100 △24.5 2,200 △23.5 990 △19.2 38.62

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 25,728,103株 20年3月期 25,626,646株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 95,627株 20年3月期 94,934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 25,616,532株 20年3月期第1四半期 25,445,399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．平成20年５月１日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載し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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想
の具体的な修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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。 
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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、原油価格の急騰が企業収益を圧迫し始める中で、輸出や生産の増勢が鈍化

し、景気減速感が強まりました。国民生活面でも、所得の伸び悩みと消費者物価の上昇により生活防衛の意識が拡

がり、個人消費は横這い基調で推移しました。 

 外食業界におきましては、既存店の売上高は、客数が大幅に減少し、前年割れとなりました。店舗の増勢が鈍化

したため、業界全体の売上高も前年比横這い基調で推移しました。また、食品偽装等の問題が相変わらず発生した

ことは、食の安全に対する疑念を深刻化させる結果を招きました。 

 このような厳しい環境の中で、当社は、店舗の要員を確保し、従来にも増して、料理・サービスの充実と販売促

進に努力を重ねましたが、来店客数は前年同期実績を２％下回りました。 

 費用面におきましては、仕入食材の値上がりにより原価率が上昇し、また準社員の賃率上昇や正社員の残業増加

で人件費率も上昇しました。その他一般経費もエネルギー・コストの上昇を主因に総じて増加を余儀なくされまし

た。 

 店舗面では、新規出店はありませんでしたが、既存店の改築・改装を６店舗、業態転換のための退店１店舗を実

施した結果、第１四半期末の店舗数は１８６店舗（内１店舗は改築のため休業中)となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の売上高は111億35百万円（前年同期比1.3％減少）となり、営業損益は２億64百万円

の損失（前年同期実績25百万円の損失）、経常損益は２億34百万円の損失（同８百万円の利益）、四半期純損益は

２億10百万円の損失（同２億42百万円の損失) となりました。 

  

（部門別の概況） 

部門別売上高 

  

木曽路部門 

 しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路部門は、新規出店はなく、５店舗の改築・改装により当第１四半期末店舗数は 

１１１店舗（内１店舗は改築のため休業中）となりました。 

 営業面では、春の歓送迎会シーズンやゴールデンウィーク等を中心にイベントを展開しました。旬の会席料理、

一品料理等をお値打ち価格にて提供致しましたが、客数・客単価共に意外に伸びず、売上高は84億33百万円（前年

同期比1.2％増加）となりました。 

素材屋部門 

 居酒屋・和食レストランの素材屋部門は、新規出店はなく、１店舗の退店により当第１四半期末店舗数は４８店

舗となりました。 

 営業面では、厳しい競争環境の中で店内体制の整備・強化に努めました。商品開発では鮮魚メニューに挑戦し、

顧客の好評を得ましたが、集客力を回復するまでには至りませんでした。当第１四半期末店舗数が前年同期比５店

舗減少していることもあって、売上高は19億９百万円（同13.0％減少）となりました。 

じゃんじゃん亭部門 

  焼肉のじゃんじゃん亭部門は、店舗の異動はなく、当第１四半期末店舗数は１３店舗であります。 

 営業面では、宴会メニューや家族客向けメニューの充実等により、来店客数の確保に努めました。しかし、客

数・客単価ともに今一歩及ばず、売上高は３億61百万円（同6.5％減少）となりました。 

とりかく部門 

 鶏料理のとりかく部門は、店舗の異動はなく、当第１四半期末店舗数は１１店舗であります。 

 営業面では、要員の確保・育成を進めつつ、宴会需要の確保や旬メニューの充実等に努めました。その結果、売

上高は３億11百万円（同0.9％減少）となりました。 

  

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） 

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） 

前年同期比 

増 減 率 

  百万円 百万円 ％ 

木曽路 8,336 8,433 1.2 

素材屋 2,193 1,909 △13.0 

じゃんじゃん亭 386 361 △6.5 

とりかく 313 311 △0.9 

その他 57 119 109.7 

計 11,287 11,135 △1.3 
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その他の部門  

 その他部門は、イタリア料理店ピッコロ・ステラ２店舗、日本料理店鈴のれん１店舗、外販（しぐれ煮、胡麻だ

れ類）、不動産賃貸等であります。 

 このうち、ピッコロ・ステラについては業態の確立に邁進中であり、また鈴のれんについては今後の拡大に向け

て準備中であります。 

  

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、402億５百万円で前期末比12億92百万円の減少となりました。これは主として設備投

資、納税、賞与や配当金の支払等で手元流動性を取り崩したことによるものであります。負債は、納税や賞与の支

払等で前期末比９億95百万円減少の77億22百万円となりました。また、純資産は、324億83百万円、前期末比２億96

百万円の減少となりました。これは第三回転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が１億60百万円、その他有

価証券評価差額金の増加が87百万円ありましたが、一方で四半期純損失が２億10百万円、剰余金の配当が３億31百

万円あったことによるものであります。 

 以上の結果、当第１四半期末の自己資本比率は80.8％、１株当たり純資産は 1,267円30銭となりました。 

 また、当第１四半期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが法人税等の支払額10億23百

万円を主因に13億46百万円の流出超過、投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗投資を主因に５億８百万円の

流出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払を主因に３億33百万円の流出超過となりました。

この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は前期末比21億88百万円減少し、85億24百万円となりまし

た。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 最近の世界経済情勢は、国際商品市況の高騰や国際的信用不安など一段と厳しさを増しています。わが国におい

ても原油や穀物の価格高騰を背景に、設備投資や個人消費の伸びが鈍化しています。先行きは、次第に緩やかな成

長経路に復していくとみられるものの、当面は景気減速が続くと予想されています。 

 外食業界においては、市場規模の伸び悩みの中で、企業間・店舗間の競争がますます激しくなると予想されま

す。 

 このような厳しい経営環境の中で、当社は、まず顧客指向と安全・安心指向を指針として、要員を確保し、商

品・サービスの品質の一層の向上と内容の充実を図る方針です。 

 利益管理面では、食材や資材の価格上昇による利益圧迫は避け難いものの、仕入の一層の合理化、業務の見直し

などにより経費効率化に努めます。 

  

 以上を勘案し、平成20年５月１日の決算短信で公表しました第２四半期累計期間及び通期の業績予想を以下の通

り修正しております。なお、詳細は本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

（第２四半期累計期間） 

  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） 

百万円 

23,200 

百万円 

350 

百万円 

400 

百万円 

180 

円  銭 

7.05 

今回修正予想（Ｂ） 22,250 △550 △500 △430 △16.78 

（通期） 

  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） 

百万円 

51,200 

百万円 

3,000 

百万円 

3,100 

百万円 

1,400 

円  銭 

54.83 

今回修正予想（Ｂ） 50,000 2,100 2,200 990 38.62 
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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 

１．簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分する方法としております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

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、主として総平均法による原価法（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の方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 ３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号 平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を

当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額を取得価額として取得した

ものとしてリース資産を計上する方法によっております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に541百万円計上されており

ます。これによる損益に与える影響はありません。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,524 10,712 

売掛金 708 841 

商品 3 3 

製品 23 22 

原材料 496 372 

貯蔵品 7 7 

その他 1,208 977 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 10,972 12,936 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,703 9,795 

土地 5,735 5,637 

その他（純額） 2,520 1,891 

有形固定資産合計 17,959 17,324 

無形固定資産 670 705 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,141 7,134 

その他 3,463 3,396 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 10,604 10,531 

固定資産合計 29,233 28,561 

資産合計 40,205 41,498 
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,171 1,328 

短期借入金 950 950 

未払法人税等 64 1,114 

賞与引当金 267 605 

その他の引当金 74 100 

その他 2,742 2,453 

流動負債合計 5,270 6,553 

固定負債   

新株予約権付社債 420 580 

退職給付引当金 1,229 1,206 

その他の引当金 － 345 

その他 802 33 

固定負債合計 2,452 2,164 

負債合計 7,722 8,718 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,910 9,830 

資本剰余金 9,726 9,646 

利益剰余金 12,967 13,509 

自己株式 △142 △140 

株主資本合計 32,461 32,845 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 △65 

評価・換算差額等合計 21 △65 

純資産合計 32,483 32,780 

負債純資産合計 40,205 41,498 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 11,135 

売上原価 3,545 

売上総利益 7,590 

販売費及び一般管理費 7,854 

営業損失（△） △264 

営業外収益  

受取利息 6 

受取配当金 10 

協賛金収入 13 

その他 2 

営業外収益合計 33 

営業外費用  

支払利息 3 

その他 0 

営業外費用合計 3 

経常損失（△） △234 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益合計 0 

特別損失  

固定資産除却損 58 

特別損失合計 58 

税引前四半期純損失（△） △292 

法人税、住民税及び事業税 26 

法人税等調整額 △108 

法人税等合計 △82 

四半期純損失（△） △210 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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  

税引前四半期純損失（△） △292 

減価償却費 417 

売上債権の増減額（△は増加） 132 

たな卸資産の増減額（△は増加） △125 

仕入債務の増減額（△は減少） △157 

その他 △308 

小計 △333 

利息及び配当金の受取額 13 

利息の支払額 △2 

法人税等の支払額 △1,023 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,346 

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 △485 

敷金及び保証金の回収による収入 54 

その他 △77 

投資活動によるキャッシュ・フロー △508 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △331 

その他 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △333 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,188 

現金及び現金同等物の期首残高 10,712 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,524 
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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。 

（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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

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（百万円） 

Ⅰ 売上高 11,287 

Ⅱ 売上原価 3,504 

売上総利益 7,782 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,808 

営業損失（△） △25 

Ⅳ 営業外収益 37 

Ⅴ 営業外費用 3 

経常利益 8 

Ⅵ 特別利益 10 

Ⅶ 特別損失 343 

税引前四半期純損失（△） △325 

税金費用 △83 

四半期純損失（△） △242 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
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） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△）  △325 

減価償却費 359 

資産・負債の純増減額  354 

法人税等の支払額   △1,113 

その他  △595 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,318 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の純収支   △45 

有形固定資産の純収支   △839 

差入保証金の純収支  86 

その他   △27 

投資活動によるキャッシュ・フロー △825 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額   △330 

その他   △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △339 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額（△） △2,484 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,268 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 8,783 
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