
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 銀座ルノアール 上場取引所 JQ 
コード番号 9853 URL http://www.ginza-renoir.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小宮山 文男
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 猪狩 安往 TEL 03-3336-1251

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

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 1,448 ― 12 ― 16 ― 36 ―
20年3月期第1四半期 1,439 △0.7 69 ― 75 ― 6 ―

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 5.94 5.91
20年3月期第1四半期 1.11 1.09

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 5,557 4,730 84.5 770.81
20年3月期 5,524 4,705 84.6 766.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,697百万円 20年3月期  4,671百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 2,969 4.3 86 4.9 92 △2.1 121 △72.1 19.35
通期 6,139 7.8 205 51.9 218 38.9 193 △35.7 30.87

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  有  

(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） 

(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.上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
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成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  6,252,004株 20年3月期  6,252,004株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  158,025株 20年3月期  156,931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  6,094,817株 20年3月期第1四半期  6,069,327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1四半期におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰による企業収益へのマ

イナス要因と、生活必需品の相次ぐ値上げによる個人消費の減速など、景気の先行きに不透明感が強まる状況で

推移いたしました。

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の競争や人材確保の難しさに加え、賃料の高騰等様々

な課題が顕在化しております。

このような状況下、当社グループは、平成20年４月新橋サンルート店、６月神田北口駅前店を新規オープンい

たしました。また、平成20年５月西武新宿駅前店、新宿大ガード店を、６月赤坂見附店、四谷店、新宿ハルク横

店を改装オープンいたしました。なお、平成20年４月お茶の水店を閉店いたしましたので、当第1四半期末の店舗

数は110店舗になりました。

その結果、当第1四半期の業績は売上高1,448百万円（前年同期比8百万円増）となり、営業損益は人件費及び家

賃の増加に加え、前期新開店、改装店舗の固定資産の取得による減価償却費が増加したことにより営業利益12百

万円（前年同期比56百万円減）、経常利益は16百万円（前年同期比58百万円減）となりました。また、既存店舗

の改装による固定資産廃棄損の計上があったものの、立退きに伴う受取補償金を計上した結果、四半期純利益は

36百万円（前年同期比29百万円増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、5,557百万円となり前連結会計年度末に比べ33百万円の増加となりま

した。これは主に、現金及び預金が164百万円減少したのに対し、有形固定資産が130百万円、投資その他の資産

が51百万円増加したことによるものであります。負債は826百万円となり前連結会計年度末に比べ7百万円の増加

となりました。これは主に、有形固定資産の取得に関わる未払金の増加によるものであります。また、純資産は

4,730百万円となり前連結会計年度末に比べ25百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加による

ものであります。

キャッシュ・フローの状況については、営業活動による支出の要因は、税金等調整前四半期純利益67百万円、

立退きに伴う受取補償金85百万円等の増加要因はあったものの、法人税等の支払額111百万円、売上債権の増加額

9百万円があったこと等よるものであります。

投資活動の結果使用した資金は158百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が96百万

円と差入保証金の支払いによる支出が39百万円あったこと等によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は15百万円となりました。これは主に、配当金の支払額によるものであります。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より174百万円減少し1,180百万円となりまし

た。

３．連結業績予想に関する定性的情報

第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年７月25日付当社「平成21年３月期業績予

想の修正に関するお知らせ」の発表以降変更はありません。

詳細は、平成20年７月25日付当社「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

　　(簡便な会計処理の適用)　

　固定資産の減価償却の方法

　減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております　　　　　　　　　

　　(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

　税金費用の計算

　税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を第1四半期連結会計期間より適用し、評価基

準については、最終仕入原価法から最終仕入原価法（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。これによる当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

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）および「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）が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用し、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の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額

法を採用しております。なお、リース取引開始日が会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。これによ

る当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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 1,223,746 1,388,155

売掛金 20,532 10,906

有価証券 4,005 4,010

商品 18,795 18,284

繰延税金資産 690 690

その他 130,756 123,902

流動資産合計 1,398,528 1,545,950

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,007,330 2,970,279

減価償却累計額 △1,891,573 △1,986,278

建物（純額） 1,115,757 984,001

工具、器具及び備品 402,047 411,951

減価償却累計額 △340,741 △349,246

工具、器具及び備品（純額） 61,306 62,705

土地 445,103 445,103

その他 2,842 2,842

減価償却累計額 △2,498 △2,465

その他（純額） 343 377

有形固定資産合計 1,622,510 1,492,186

無形固定資産   

商標権 17,470 18,070

ソフトウエア 6,078 6,465

無形固定資産合計 23,548 24,536

投資その他の資産   

投資有価証券 127,948 120,306

長期貸付金 25,000 25,000

敷金及び保証金 2,215,996 2,178,023

その他 149,854 144,289

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,512,586 2,461,407

固定資産合計 4,158,646 3,978,129

資産合計 5,557,174 5,524,080



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,061 59,271

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 36,480 122,285

賞与引当金 21,780 50,325

株主優待引当金 11,800 14,615

その他 377,215 255,428

流動負債合計 575,337 571,925

固定負債   

退職給付引当金 89,793 86,857

役員退職慰労引当金 80,265 78,346

繰延税金負債 78 478

その他 81,401 81,401

固定負債合計 251,538 247,085

負債合計 826,876 819,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,887,677 2,869,789

自己株式 △73,534 △73,083

株主資本合計 4,647,902 4,630,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,405 41,370

評価・換算差額等合計 49,405 41,370

少数株主持分 32,989 33,232

純資産合計 4,730,298 4,705,069

負債純資産合計 5,557,174 5,524,080



（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 1,448,103

売上原価 176,929

売上総利益 1,271,174

販売費及び一般管理費 1,258,291

営業利益 12,882

営業外収益  

受取利息 999

受取配当金 717

受取家賃 22,454

その他 2,654

営業外収益合計 26,826

営業外費用  

支払利息 328

不動産賃貸費用 19,822

その他 3,093

営業外費用合計 23,244

経常利益 16,464

特別利益  

受取補償金 85,000

特別利益合計 85,000

特別損失  

固定資産廃棄損 31,353

立退きに伴う費用 2,570

その他 325

特別損失合計 34,248

税金等調整前四半期純利益 67,216

法人税等 31,286

少数株主利益 △243

四半期純利益 36,172



（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 67,216

減価償却費 48,870

長期前払費用償却額 5,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,918

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,545

株主優待引当金の増減額(△は減少) △2,815

受取利息及び受取配当金 △1,717

支払利息 328

固定資産廃棄損 31,353

受取補償金 △85,000

立退きに伴う費用 2,570

売上債権の増減額（△は増加） △9,625

たな卸資産の増減額（△は増加） △511

仕入債務の増減額（△は減少） △1,209

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,773

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,859

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,832

その他 △1,556

小計 27,543

利息及び配当金の受取額 1,638

利息の支払額 △331

補償金の受取額 85,000

立退きに伴う費用の支払額 △2,570

法人税等の支払額 △111,707

営業活動によるキャッシュ・フロー △428

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 △26,606

定期預金の払戻による収入 16,554

有形固定資産の取得による支出 △96,883

敷金及び保証金の差入による支出 △39,257

その他 △12,754

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,946

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △451

配当金の支払額 △14,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,461

現金及び現金同等物の期首残高 1,354,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,180,010



　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）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。

－ 1 －



「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 1,439,109

Ⅱ　売上原価 187,360

売上総利益 1,251,748

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,182,613

営業利益 69,135

Ⅳ　営業外収益 28,243

Ⅴ　営業外費用 22,115

経常利益 75,263

Ⅵ　特別利益 70,000

Ⅶ　特別損失 123,683

税金等調整前四半期純利益 21,580

税金費用 14,133

少数株主利益 712

四半期純利益 6,734

－ 1 －
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