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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 7,116 ― 93 ― 154 ― 38 ―
20年3月期第1四半期 7,109 2.3 269 31.1 370 33.4 66 △67.2

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 4.35 ―
20年3月期第1四半期 7.85 6.66

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 12,526 6,499 51.9 735.87
20年3月期 13,044 6,487 49.7 734.53

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,499百万円 20年3月期  6,487百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 15,330 ― 650 ― 730 ― 340 ― 38.49
通期 30,610 6.8 1,510 15.5 1,680 0.7 830 7.8 93.97

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
（１）本資料に記載され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。なお、上記予想に関する事項は２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧
ください。 
（２）当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作製しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  8,882,908株 20年3月期  8,882,908株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  50,282株 20年3月期  50,110株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,832,758株 20年3月期第1四半期  8,521,798株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景と

する米国の景気後退懸念や為替市場の変動、原油価格の高騰などの影響で企業収益が伸び悩み、依然として厳しい状

況が続いております。

外食産業におきましては、企業間の競争・競合の激化、世界的な食材価格の高騰、パート従業員の求人難によるベー

スアップなど、経営環境が益々厳しくなっております。

このような状況の中で当社グループは、「元気・丁寧」と「安心・安全」をテーマに人材の育成と店舗運営システ

ムの構築に取り組んでまいりました。

店舗展開につきましては、新設店４店舗を出店し、一方で、不採算店等４店舗を退店いたしました。これにより総

店舗数は206店舗となりました。また、改装につきましては、４店舗を実施いたしました。

営業・商品面につきましては、接客サービスレベルの向上に取り組むとともに、高鮮度のこだわり食材や産地・グ

レード等の本物志向を追求した食材の投入、フェア食材や季節のおすすめ食材の充実、各ブランドコンセプトに見合っ

た品質の食材など他社との差別化を図ってまいりました。

海外子会社展開につきましては、親会社からの支援強化や従業員の日本での研修により組織力の強化を図るととも

に積極出店に向けて物件の選定を行ってまいりました。なお、当第１四半期においては、米国本土（シアトル）への

進出を決定しております。

海外フランチャイズ展開につきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持と新規出店の促進を図るため、派

遣指導等を充実するとともに季節メニューの紹介や食材の販売強化に取り組んでまいりました。また、新たな地域に

ついては、既存のパートナーと中国南部地域におけるフランチャイズ契約を締結しております。

この結果、当第１四半期の業績は、売上高71億１千６百万円、営業利益９千３百万円、経常利益１億５千４百万円、

四半期純利益３千８百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の総資産合計は、長期借入金の約定返済、新設店に伴う設備投資額などによる現金及び預金の減少

等により前連結会計年度末に比べ５億１千８百万円減の125億２千６百万円となりました。負債合計は、長期借入金の

減少等により前連結会計年度末に比べ５億３千万円減の60億２千６百万円となりました。純資産合計は、64億９千９

百万円となり自己資本比率51.9％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億９千万円減

少し当第１四半期末には26億３千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、１千８百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１億２千９

百万円、減価償却費１億２千１百万円による増加があった一方で、賞与引当金の減少額７千５百万円、仕入債務の減

少額７千４百万円、法人税等の支払額８千６百万円による減少があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億２千９百万円となりました。これは店舗の新設等による支出２億８千３百万

円があった一方で、差入保証金の回収による収入６千万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、３億８千７百万円となりました。これは長期借入金の約定返済３億３千４百万円

を行ったこと等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月９日発表の連結業績予想を現時点では修正しておりません。



４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）四半期連結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　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

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１四半期連結会計期間より「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。

この変更により、損益に与える影響はありません。

③　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

この変更により、損益に与える影響はありません。

④　ロイヤリティ収入及び食材等売却収入の計上区分の変更

従来、営業外収益に計上しておりましたロイヤリティ収入は、当第１四半期連結会計期間より営業収入に含め

て計上することに変更いたしました。また、従来、海外フランチャイジーに対する食材等の売却に係る収入は、

同売却に係る原価と相殺し、営業外収益に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、食材等売上

高は売上高に、食材等売上原価は売上原価に含めて計上することに変更いたしました。

これは、近年、海外フランチャイズ展開に積極的に注力し、新規パートナーの勧誘、食材等の販売拡大を図っ

てきましたが、当第１四半期会計期間からこの方針をより明確に打ち出しており、該当収入の金額的重要性が今

後さらに高まる傾向にあることから、実態をより適切に表示するために行ったものであります。

この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、売上高が189,327千円、売上総利益が10,262千円、営

業総利益及び営業利益が62,607千円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,638,039 3,228,555

半製品 33,730 37,056

原材料 176,119 158,387

貯蔵品 62,032 29,752

その他 1,159,244 1,237,072

貸倒引当金 △1,984 △2,002

流動資産合計 4,067,180 4,688,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,282,250 6,086,616

土地 1,520,553 1,520,553

その他 1,108,492 1,072,765

減価償却累計額 △5,097,620 △4,980,053

有形固定資産合計 3,813,675 3,699,882

無形固定資産 211,490 217,338

投資その他の資産   

差入保証金 3,454,068 3,418,075

その他 1,038,904 1,076,678

貸倒引当金 △59,167 △56,292

投資その他の資産合計 4,433,805 4,438,460

固定資産合計 8,458,971 8,355,681

資産合計 12,526,151 13,044,503

負債の部   

流動負債   

買掛金 910,291 981,552

短期借入金 1,116,886 1,197,156

未払法人税等 34,500 107,697

賞与引当金 174,938 250,000

その他 1,386,345 1,324,559

流動負債合計 3,622,961 3,860,965

固定負債   

長期借入金 2,105,368 2,359,172

その他 298,160 336,433

固定負債合計 2,403,528 2,695,605

負債合計 6,026,489 6,556,571



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,151,528 1,151,528

資本剰余金 1,344,671 1,344,671

利益剰余金 4,143,401 4,158,016

自己株式 △68,029 △67,815

株主資本合計 6,571,572 6,586,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,299 3,057

為替換算調整勘定 △76,209 △101,524

評価・換算差額等合計 △71,910 △98,467

純資産合計 6,499,662 6,487,932

負債純資産合計 12,526,151 13,044,503



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 7,116,369

売上原価 2,902,412

売上総利益 4,213,957

営業収入 68,385

営業総利益 4,282,343

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 1,932,300

賞与引当金繰入額 163,469

その他 2,092,976

販売費及び一般管理費合計 4,188,746

営業利益 93,596

営業外収益  

受取利息及び配当金 556

為替差益 22,197

仕入割引 27,785

その他 21,317

営業外収益合計 71,857

営業外費用  

支払利息 10,500

その他 375

営業外費用合計 10,875

経常利益 154,577

特別損失  

固定資産除却損 775

賃貸借契約解約損 23,858

特別損失合計 24,633

税金等調整前四半期純利益 129,944

法人税、住民税及び事業税 27,562

法人税等調整額 63,999

法人税等合計 91,562

四半期純利益 38,381



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 129,944

減価償却費 121,106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,856

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,061

受取利息及び受取配当金 △556

支払利息 10,500

固定資産除売却損益（△は益） 775

賃貸借契約解約損 22,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,155

仕入債務の増減額（△は減少） △74,590

その他 23,228

小計 114,601

利息及び配当金の受取額 556

利息の支払額 △10,329

法人税等の支払額 △86,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,266

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 △185,194

無形固定資産の取得による支出 △3,909

差入保証金の差入による支出 △98,581

差入保証金の回収による収入 60,012

その他 △2,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,762

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △334,074

配当金の支払額 △52,996

その他 △902

財務活動によるキャッシュ・フロー △387,973

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △590,515

現金及び現金同等物の期首残高 3,228,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,638,039



　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

当連結グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため該当事項はありません。

②　所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

③　海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ．売上高 7,109,383

Ⅱ．売上原価 2,804,398

売上総利益 4,304,985

Ⅲ．営業収入 20,852

営業総利益 4,325,837

Ⅳ．販売費及び一般管理費 4,056,789

営業利益 269,048

Ⅴ．営業外収益 112,173

Ⅵ．営業外費用 10,395

経常利益 370,826

Ⅶ．特別利益 2,320

Ⅷ．特別損失 105,854

税金等調整前四半期純利益 267,292

法人税、住民税及び事業税 32,063

法人税等調整額 172,432

少数株主損失 4,058

四半期純利益 66,855



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税金等調整前四半期純利益 267,292

減価償却費 111,904

減損損失 97,466

その他 △270,763

小計 205,900

法人税等の支払額 △587,547

その他 △8,940

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△390,587

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

△182,573

差入保証金等の支出 △46,280

その他 60,713

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△168,140

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 1,000,000

長期借入金の返済による支
出　

△344,827

その他 △74,680

財務活動によるキャッシュ・
フロー

580,492

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換
算差額

6,153

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額 27,918

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残
高

3,691,529

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残
高

3,719,447



（３）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

当連結グループは飲食事業のみを営んでおり、事業区分が単一セグメントのため該当事項はありません。

②　所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

③　海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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