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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 14,386 ― 536 ― 624 ― 294 ―
20年3月期第2四半期 14,614 3.4 648 44.9 845 35.7 378 2.4

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 33.31 ―
20年3月期第2四半期 44.41 37.74

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 13,352 6,741 50.5 763.23
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2四半期  6,741百万円 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 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

通期 28,670 0.0 1,040 △20.5 1,210 △27.5 580 △24.7 65.67

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３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成しております。  

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2四半期  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2四半期  50,542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2四半期  8,832,610株 20年3月期第2四半期  8,533,859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２四半期連結累計期間（６ヵ月）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金融不

安の高まりや株式・為替市場の変動、原油価格の高騰などの影響により企業収益が減少し、景気の減速感が強まって

まいりました。

外食産業におきましては、企業間の競争・競合の激化に加え、お客様の節約志向や生活防衛意識の高まりから外食

を控える動きもあり、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や安全衛生の強化

など営業レベルの向上に取り組んでまいりました。

店舗展開につきましては、安定した収益確保のため、出店を厳選して行ってまいりました。当第２四半期連結累計

期間においては、新設店５店舗を出店し、一方で、不採算店等６店舗を退店いたしました。これにより総店舗数は205

店舗となりました。また、改装につきましては、業態変更１店舗を含め５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。

食の安心・安全の観点からは、衛生管理室による店舗の衛生チェック及びフォロー体制の強化、製造・物流部門の

衛生管理体制の強化など、改善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。当第２四半期連結累計期間においては、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２四半期連結累計期間の業績は、売上高143億８千６百万円、営業利益５億３千６百万円、経常利益

６億２千４百万円、四半期純利益２億９千４百万円となりました。

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２四半期連結会計期間末の総資産合計は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ３億８百万円

増の133億５千２百万円となりました。負債合計は、長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ５千５百万円

増の66億１千１百万円となりました。純資産合計は、67億４千１百万円となり自己資本比率50.5％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間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４

億１千２百万円増加し当第２四半期累計期間末には36億４千１百万円となりました。

（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、４億１百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益５億６千７

百万円、減価償却費２億４千７百万円による増加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、２億８千９百万円となりました。これは店舗の新設等による支出４億８百万円が

あった一方で、差入保証金の回収による収入１億２千２百万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）

財務活動の結果得られた資金は、２億９千５百万円となりました。これは長期借入れ10億円を行った一方で、長期

借入金の約定返済６億４千９百万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

今後の見通しといたしましては、輸出や企業収益の減少など景気が弱まっていることに加え、米国・欧州の金融危

機の深刻化、株式・為替市場の大幅な変動などから、景気の下振れリスクが高まっております。

外食産業におきましては、企業間の競争・競合の激化や世界的な食材価格の高騰など厳しい経営環境が続くものと

思われます。

当社グループといたしましては、「元気・丁寧」と「安心・安全」をテーマに、人材の育成や安全衛生の強化など

営業レベルの向上に取り組んでまいります。

以上により、通期の業績見通しといたしましては、売上高286億７千万円（前年同期比0.0％減）、営業利益10億４

千万円（前年同期比20.5％減）、経常利益12億１千万円（前年同期比27.5％減）、当期純利益５億８千万円（前年同

期比24.7％減）を見込んでおります。

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、

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

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、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、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、第１四半期連結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384,369千円、売上総利益が21,656千円、営業

総利益及び営業利益が123,020千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 3,641,469 3,228,555

半製品 27,541 37,056

原材料 232,814 158,387

貯蔵品 59,112 29,752

その他 1,098,952 1,237,072

貸倒引当金 △1,791 △2,002

流動資産合計 5,058,098 4,688,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,202,084 6,086,616

土地 1,520,553 1,520,553

その他 1,148,181 1,072,765

減価償却累計額 △5,114,937 △4,980,053

有形固定資産合計 3,755,882 3,699,882

無形固定資産 201,943 217,338

投資その他の資産   

差入保証金 3,405,308 3,418,075

その他 990,538 1,076,678

貸倒引当金 △58,956 △56,292

投資その他の資産合計 4,336,890 4,438,460

固定資産合計 8,294,716 8,355,681

資産合計 13,352,814 13,044,503

負債の部   

流動負債   

買掛金 915,025 981,552

短期借入金 1,241,884 1,197,156

未払法人税等 178,000 107,697

賞与引当金 160,000 250,000

その他 1,191,123 1,324,559

流動負債合計 3,686,032 3,860,965

固定負債   

長期借入金 2,664,814 2,359,172

その他 260,880 336,433

固定負債合計 2,925,694 2,695,605

負債合計 6,611,727 6,556,571



（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) 

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 4,399,219 4,158,016

自己株式 △68,349 △67,815

株主資本合計 6,827,069 6,586,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,762 3,057

為替換算調整勘定 △88,744 △101,524

評価・換算差額等合計 △85,982 △98,467

純資産合計 6,741,087 6,487,932

負債純資産合計 13,352,814 13,044,503



（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 14,386,073

売上原価 5,891,149

売上総利益 8,494,923

営業収入 135,175

営業総利益 8,630,099

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 3,880,001

その他 4,214,019

販売費及び一般管理費合計 8,094,021

営業利益 536,077

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,585

為替差益 10,090

仕入割引 54,788

受取賃貸料 23,927

その他 18,802

営業外収益合計 111,195

営業外費用  

支払利息 21,803

その他 605

営業外費用合計 22,408

経常利益 624,864

特別利益  

固定資産売却益 2,500

特別利益合計 2,500

特別損失  

固定資産除却損 1,054

減損損失 9,599

賃貸借契約解約損 48,758

特別損失合計 59,412

税金等調整前四半期純利益 567,952

法人税、住民税及び事業税 165,925

法人税等調整額 107,826

法人税等合計 273,752

四半期純利益 294,199



（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 567,952

減価償却費 247,679

減損損失 9,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,453

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,000

受取利息及び受取配当金 △3,585

支払利息 21,803

固定資産除売却損益（△は益） △1,445

賃貸借契約解約損 41,704

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,023

仕入債務の増減額（△は減少） △68,243

その他 △119,596

小計 514,296

利息及び配当金の受取額 3,641

利息の支払額 △21,809

法人税等の支払額 △94,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,201

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 △272,035

有形固定資産の売却による収入 2,500

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 △136,186

差入保証金の回収による収入 122,540

その他 △2,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △289,180

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 △649,630

配当金の支払額 △52,996

その他 △1,812

財務活動によるキャッシュ・フロー 295,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 412,914

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 3,641,469



　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）

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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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）

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  14,614,744 100.0

Ⅱ　売上原価  5,786,227 39.6

売上総利益  8,828,517 60.4

Ⅲ　営業収入  44,443 0.3

営業総利益  8,872,960 60.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費    

１．賃借料 1,462,920   

２．給与手当 3,837,081   

３．賞与引当金繰入額 247,694   

４．その他 2,677,027 8,224,724 56.3

営業利益  648,236 4.4

Ⅴ　営業外収益    

１．受取利息 5,040   

２．受取配当金 138   

３．仕入割引 63,080   

４．賃貸料 23,400   

５．ロイヤリティ収入 94,844   

６．雑収入 37,738 224,242 1.5

Ⅵ　営業外費用    

１．支払利息 18,042   

２．雑損失 9,284 27,326 0.1

経常利益  845,152 5.8



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
（％）

Ⅶ　特別利益    

１．固定資産売却益 2,028   

２．貸倒引当金戻入益 9,221 11,249 0.1

Ⅷ　特別損失    

１．固定資産売却損 418   

２．固定資産除却損 4,791   

３．減損損失 97,466   

４．賃借物件解約損 23,757 126,434 0.9

税金等調整前中間純利益  729,967 5.0

法人税、住民税及び事業税 202,786   

法人税等調整額 147,422 350,208 2.4

少数株主利益  806 0.0

中間純利益  378,952 2.6



（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

税金等調整前中間純利益 729,967

減価償却費 234,196

減損損失 97,466

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△9,221

賞与引当金の増減額
（減少：△）

△151,000

受取利息及び受取配当金 △5,178

支払利息 18,042

固定資産除売却損益 3,181

賃借物件解約損 8,660

たな卸資産の増減額
（増加：△）

37,252

仕入債務の増減額
（減少：△）

△163,062

その他 △59,594

小計 740,711

利息及び配当金の受取額 5,201

利息の支払額 △18,573

法人税等の支払額 △592,954

営業活動によるキャッシュ・
フロー

134,384



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

有形固定資産の取得による
支出

△353,453

有形固定資産の売却による
収入

5,028

無形固定資産の取得による
支出

△9,106

差入保証金等の支出 △143,231

差入保証金等の回収 143,012

その他 △26,181

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△383,931

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

△686,916

配当金の支払額 △68,175

その他 △18,814

財務活動によるキャッシュ・
フロー

226,093

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△4,116

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △27,569

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中間期
末残高

3,663,960



（３）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

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）

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）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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）

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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