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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,901 ― △4 ― 0 ― 45 ―
20年3月期第2四半期 2,846 △0.6 82 ― 94 ― 434 ―

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2四半期 7.40 7.37
20年3月期第2四半期 71.38 70.45

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2四半期 5,591 4,728 84.0 770.74
20年3月期 5,524 4,705 84.6 776.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,695百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,072 6.6 114 △15.9 126 △20.1 121 △59.7 19.86

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  

（注）詳細は、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(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、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(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.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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  159,369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2四半期  6,094,137株 20年3月期第2四半期  6,083,665株
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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2四半期累計期間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,７月高円寺北口

駅前店を、９月西新宿西鉄イン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、７月新宿区役所横店を、８月横浜関内駅前店を、９月西

日暮里第１店、渋谷南口店、歌舞伎座前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７月

品川高輪口第１店を、９月新宿南口第１店を閉店いたしましたので、当第2四半期末の店舗数は110店舗になりま

した。

その結果、当第2四半期累計期間の業績は売上高2,901百万円（前年同期比54百万円増）となり、営業損益は人

件費及び家賃の増加に加え、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4百万円

の損失（前年同期は82百万円の利益）となりました。経常利益は0百万円（前年同期比94百万円減）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、

第2四半期累計期間の純利益は45百万円（前年同期比389百万円減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、5,591百万円となり前連結会計年度末に比べ67百万円の増加となりま

した。これは主に、現金及び預金が166百万円減少したのに対し、有形固定資産が233百万円増加したことによる

ものであります。負債は863百万円となり前連結会計年度末に比べ44百万円の増加となりました。これは主に、未

払金の増加によるものであります。また、純資産は4,728百万円となり前連結会計年度末に比べ23百万円の増加と

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、営業活動の結果得られた資金は118百万円となりました。これは主に、

立退に伴う受取補償金170百万円等よるものであります。

投資活動の結果使用した資金は275百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が242百

万円と差入保証金の支払いによる支出が74百万円あったこと、差入保証金の返還による収入が89百万円あったこ

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19百万円となりました。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2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より176百万円減少し1,178百万円となりまし

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10月30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」から修正は行っておりません。

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

　　(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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,221,894 1,388,155

売掛金 22,415 10,906

有価証券 4,002 4,010

商品 18,101 18,284

繰延税金資産 690 690

その他 129,514 123,902

流動資産合計 1,396,618 1,545,950

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,050,303 2,970,279

減価償却累計額 △1,830,250 △1,986,278

建物（純額） 1,220,053 984,001

工具、器具及び備品 398,435 411,951

減価償却累計額 △337,833 △349,246

工具、器具及び備品（純額） 60,601 62,705

土地 445,103 445,103

その他 1,858 2,842

減価償却累計額 △1,582 △2,465

その他（純額） 275 377

有形固定資産合計 1,726,033 1,492,186

無形固定資産   

商標権 16,869 18,070

ソフトウエア 5,690 6,465

無形固定資産合計 22,560 24,536

投資その他の資産   

投資有価証券 118,234 120,306

長期貸付金 25,000 25,000

敷金及び保証金 2,159,371 2,178,023

その他 150,073 144,289

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,446,466 2,461,407

固定資産合計 4,195,060 3,978,129

資産合計 5,591,678 5,524,080
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 57,359 59,271

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 49,804 122,285

賞与引当金 47,170 50,325

株主優待引当金 5,551 14,615

その他 380,392 255,428

流動負債合計 610,277 571,925

固定負債   

退職給付引当金 92,038 86,857

役員退職慰労引当金 82,183 78,346

繰延税金負債 221 478

その他 78,374 81,401

固定負債合計 252,817 247,085

負債合計 863,095 819,010

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 2,896,586 2,869,789

自己株式 △74,072 △73,083

株主資本合計 4,656,273 4,630,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,593 41,370

評価・換算差額等合計 39,593 41,370

少数株主持分 32,715 33,232

純資産合計 4,728,583 4,705,069

負債純資産合計 5,591,678 5,524,080
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,901,476

売上原価 354,804

売上総利益 2,546,672

販売費及び一般管理費 2,551,090

営業損失（△） △4,418

営業外収益  

受取利息 1,905

受取配当金 717

受取家賃 47,471

その他 7,137

営業外収益合計 57,233

営業外費用  

支払利息 659

不動産賃貸費用 41,374

その他 10,203

営業外費用合計 52,237

経常利益 577

特別利益  

投資有価証券売却益 103

受取補償金 170,000

特別利益合計 170,103

特別損失  

固定資産廃棄損 72,955

固定資産売却損 35

立退きに伴う費用 12,570

減損損失 1,090

特別損失合計 86,650

税金等調整前四半期純利益 84,030

法人税等 39,465

少数株主損失（△） △516

四半期純利益 45,081
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,453,373

売上原価 177,875

売上総利益 1,275,497

販売費及び一般管理費 1,292,798

営業損失（△） △17,300

営業外収益  

受取利息 905

受取家賃 25,016

その他 4,483

営業外収益合計 30,406

営業外費用  

支払利息 330

不動産賃貸費用 21,551

その他 7,110

営業外費用合計 28,992

経常損失（△） △15,887

特別利益  

投資有価証券売却益 103

受取補償金 85,000

特別利益合計 85,103

特別損失  

固定資産廃棄損 41,602

固定資産売却損 35

立退きに伴う費用 10,000

減損損失 765

特別損失合計 52,402

税金等調整前四半期純利益 16,813

法人税等 8,178

少数株主損失（△） △273

四半期純利益 8,909
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 84,030

減価償却費 105,558

減損損失 1,090

長期前払費用償却額 10,502

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,836

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,155

株主優待引当金の増減額(△は減少) △9,063

受取利息及び受取配当金 △2,623

支払利息 659

固定資産売却損益（△は益） 35

固定資産廃棄損 72,955

投資有価証券売却損益（△は益） △103

受取補償金 △170,000

立退きに伴う費用 12,570

売上債権の増減額（△は増加） △11,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 183

仕入債務の増減額（△は減少） △1,912

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,592

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,754

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,027

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,636

その他 △3,578

小計 70,917

利息及び配当金の受取額 2,608

利息の支払額 △667

補償金の受取額 170,000

立退きに伴う費用の支払額 △12,570

法人税等の支払額 △111,840

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,447

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

投資有価証券の売却による収入 154

有形固定資産の取得による支出 △242,050

有形固定資産の売却による収入 0

敷金及び保証金の回収による収入 89,059

敷金及び保証金の差入による支出 △74,491

その他 △38,158

投資活動によるキャッシュ・フロー △275,537

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 △989

配当金の支払額 △18,234

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,223
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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） △176,313

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 1,178,158
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　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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,846,618 100.0

Ⅱ　売上原価  365,562 12.8

売上総利益  2,481,055 87.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,398,668 84.3

営業利益  82,387 2.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び受取配当金 2,811   

２．その他 54,568 57,379 2.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 2,509   

２．その他 42,529 45,039 1.6

経常利益  94,727 3.3

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 7,019   

２．立退に伴う受取補償金 705,000   

３．退職給付制度改定益 438 712,458 25.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産廃棄損 73,115   

２．投資有価証券売却損 8,474   

３．立退に伴う費用 28,500   

４．減損損失　 75,403 185,493 6.5

税金等調整前中間純利益  621,692 21.8

法人税、住民税及び事業税 186,401   

法人税等調整額 69 186,470 6.5

少数株主利益  999 0.0

中間純利益  434,222 15.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益又は
純損失(△)

621,692

減価償却費　 72,851

減損損失　 75,403

長期前払費用償却　 11,595

退職給付引当金の増減額(△減少額)
　

5,350

役員退職慰労引当金増減額(△減少
額)

7,130

賞与引当金増減額(△減少額) △2,999

株主優待引当金の増減額(△減少額) △5,047

受取利息及び受取配当金 △2,811

支払利息 2,509

固定資産廃棄損 73,115

投資有価証券売却損(純額) 1,454

立退に伴う受取補償金 △705,000

立退に伴う費用 28,500

たな卸資産の増減額(△増加額) 1,751

仕入債務の増減額(△減少額) △12,506

その他流動資産の増減額(△増加額) △6,028

その他流動負債の増減額(△減少額) 974

未払消費税等の増減額(△減少額) △17,611

その他固定負債の増減額(△減少額) △120

その他 △3,062

小計 147,142

利息及び配当金の受取額 2,771

利息の支払額 △2,519

補償金の受取額 705,000

立退に伴う費用の支払額 △28,500

法人税等の支払額　 △19,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 804,755
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △16,554

定期預金の払出による収入　 16,544

投資有価証券等の売却による収入 47,841

有形固定資産の取得による支出 △130,492

差入保証金及び敷金の返還による収
入　

48,332

差入保証金及び敷金の取得による支
出

△81,185

その他 △30,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,612

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の処分による収入 14,112

自己株式の取得による支出 △406

配当金支払額 △18,075

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,369

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△減少
額)

654,773

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 980,656

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末(期末)残
高

1,635,430

株式会社銀座ルノアール（9853）平成21年3月期第2四半期決算短信

13




