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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 12,634 ― 675 ― 634 ― 296 ―

20年3月期第2四半期 10,667 16.6 694 44.8 663 42.1 322 58.2

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2四半期 63.45 ―

20年3月期第2四半期 69.10 ―

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 12,495 2,552 20.4 546.69
20年3月期 11,181 2,326 20.8 498.24

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,552百万円 20年3月期  2,326百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 26,500 19.6 1,580 18.9 1,440 12.1 650 6.7 139.20

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  無  

(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、２ページの「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 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  4,674,000株 20年3月期  4,674,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,350株 20年3月期  4,350株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  4,669,650株 20年3月期第2四半期  4,669,650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．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、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
   実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
   なお、上記業績予想に関する事項は、２ページの「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。 
 ２．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。  



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２四半期会計期間（2008年４月１日～2008年９月30日）における我が国経済は、米国サブプライム住宅ロー

ン問題に端を発した世界経済の成長鈍化と世界的な資源・食料価格の高騰といったマイナスの影響を受け、厳しい

状況で推移いたしました。

　外食業界におきましては、ガソリン価格の高騰・食材価格の上昇等による、消費者マインドの冷え込みによって、

依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと当社では、新規出店による業容の拡大を図りながら、安全で美味しい商品の提供と季節限

定新商品の投入に注力し、またお客様のニーズに合わせた店舗販促を強化することで、業績の向上に努めてまいり

ました。

　この結果、当第２四半期（６か月）の業績は、売上高126億34百万円、営業利益６億75百万円、経常利益６億34百

万円となり、四半期純利益は２億96百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期会計期間末における資産は124億95百万円となり、前事業年度末に比べ13億14百万円の増加となりま

した。これは主に新規出店による有形固定資産と差入保証金が増加したこと等によるものです。

　負債につきましては、99億42百万円となり、前事業年度末に比べ10億87百万円の増加となりました。これは主に

新規借入れなどによる借入金の増加等によるものです。

　純資産につきましては、25億52百万円となり、前事業年度末に比べ２億26百万円の増加となりました。これは四

半期純利益の計上による増加と配当金支払による減少が要因であります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期（６か月）の業績は予想通り推移しておりますので、2008年５月12日に公表いたしました業績予想

についての変更はありません。

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

　　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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更　

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

したが、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、移動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。

　なお、この変更による当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

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（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日改定））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方法に準じた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リース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

いては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この結果、変更による当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響額

は軽微であります。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(2008年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2008年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,008 2,209

売掛金 316 355

商品 82 71

貯蔵品 32 22

繰延税金資産 122 127

その他 481 353

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 3,031 3,124

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,089 4,434

その他（純額） 686 245

有形固定資産合計 5,776 4,680

無形固定資産 127 122

投資その他の資産   

差入保証金 2,597 2,455

繰延税金資産 59 57

その他 916 754

貸倒引当金 △14 △12

投資その他の資産合計 3,559 3,254

固定資産合計 9,464 8,056

資産合計 12,495 11,181

負債の部   

流動負債   

買掛金 849 830

短期借入金 2,130 1,984

未払法人税等 312 427

役員賞与引当金 7 12

賞与引当金 140 130

その他 807 629

流動負債合計 4,246 4,013

固定負債   

長期借入金 4,954 4,291

退職給付引当金 － 94

その他 741 455

固定負債合計 5,696 4,840

負債合計 9,942 8,854



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(2008年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2008年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 684 684

資本剰余金 471 471

利益剰余金 1,399 1,173

自己株式 △3 △3

株主資本合計 2,552 2,326

純資産合計 2,552 2,326

負債純資産合計 12,495 11,181



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

売上高 12,634

売上原価 4,167

売上総利益 8,466

販売費及び一般管理費 7,791

営業利益 675

営業外収益  

受取利息 10

不動産賃貸料 18

その他 27

営業外収益合計 56

営業外費用  

支払利息 52

不動産賃貸費用 18

その他 26

営業外費用合計 97

経常利益 634

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 33

解約違約金 15

特別損失合計 48

税引前四半期純利益 585

法人税、住民税及び事業税 286

法人税等調整額 3

法人税等合計 289

四半期純利益 296



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９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 585

減価償却費 249

賞与引当金の増減額（△は減少） 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

受取利息 △10

支払利息 52

固定資産除売却損益（△は益） 33

売上債権の増減額（△は増加） 36

たな卸資産の増減額（△は増加） △21

営業債権の増減額（△は増加） △36

仕入債務の増減額（△は減少） 18

営業債務の増減額（△は減少） 36

小計 954

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △53

法人税等の支払額 △401

営業活動によるキャッシュ・フロー 503

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 △961

無形固定資産の取得による支出 △22

貸付けによる支出 △265

貸付金の回収による収入 24

敷金及び保証金の差入による支出 △201

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,426

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 2,050

長期借入金の返済による支出 △1,240

リース債務の返済による支出 △16

配当金の支払額 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー 723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △200

現金及び現金同等物の期首残高 2,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,008



　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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  10,667 100.0

Ⅱ　売上原価  3,655 34.3

売上総利益  7,011 65.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,317 59.2

営業利益  694 6.5

Ⅳ　営業外収益  55 0.5

Ⅴ　営業外費用  86 0.8

経常利益  663 6.2

Ⅵ　特別利益  24 0.2

Ⅶ　特別損失  65 0.6

税引前中間純利益  622 5.8

法人税、住民税及び事業税 282   

法人税等調整額 18 300 2.8

中間純利益  322 3.0



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９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

 

税引前中間純利益 622

減価償却費　 153

無形固定資産償却額　 51

長期前払費用償却額　 15

賞与引当金の増減額
（△減少）　

1

退職給付引当金の増減額
（△減少）

5

貸倒引当金の増減額
（△減少）　

△6

受取利息　 △8

支払利息　 41

有形固定資産除売却損　 55

店舗退去補償金 △24

売上債権の増減額
（△増加）　

12

たな卸資産の増減額
（△増加）　

3

その他営業債権の増減額
（△増加）　

△55

仕入債務の増減額
（△減少）　

△49

その他営業債務の増減額
（△減少）　

△21

未払消費税等の増減額　

（△減少）　
5

その他　 5

小計 807

利息の受取額　 2

利息の支払額　 △42

法人税等の支払額　 △375

営業活動によるキャッシュ・
フロー

392



前中間会計期間
（自　2007年４月１日
至　2007年９月30日）

区分 金額（百万円）

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　

△438

店舗退去による補償金収入
　

24

無形固定資産の取得による
支出　

△38

貸付けによる支出　 △54

貸付金の回収による収入　 8

敷金保証金等の支払による
支出

△119

敷金保証金等の返還による
収入　

76

預り保証金等の払戻による
支出　

△2

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△542

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増減額　

（△純減少額）
△2

長期借入れによる収入　　 1,400

長期借入金の返済による支
出　

△1,121

配当金の支払額　 △60

財務活動によるキャッシュ・
フロー

216

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加額
（△減少額）

66

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,789

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

1,855
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