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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,416 ― 759 ― 621 ― 68 ―

20年3月期第3四半期 10,110 ― 679 ― 532 ― 300 ―

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3四半期 13.46 13.04
20年3月期第3四半期 59.41 58.25

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3四半期 16,310 4,989 28.0 899.23
20年3月期 16,011 4,951 28.5 897.35

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,569百万円 20年3月期  4,559百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 14.00 14.00

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 13,400 2.0 850 31.4 650 39.6 70 △63.9 13.76

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、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。  

(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．平成20年12月９日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したも
のであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数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3四半期  5,087,440株 20年3月期  5,087,440株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,200株 20年3月期  6,055株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,081,293株 20年3月期第3四半期  5,066,499株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とした米国大手証券の

破綻が金融情勢の更なる悪化を招き、株価の下落、急激な円高の進行、消費マインドの冷え込みによる個人消費の

低迷と併せ、景気の後退局面が鮮明となる状況になりました。 

外食産業におきましても、このような経済状況により引き続き個人消費は低迷をしております。また、相次ぐ偽

装表示や輸入食材の安全性の問題から「食の安全」や「サービス品質」に対する消費者の関心は一層高まり、依然

として厳しい環境が続いております。 

このような状況のもと、既存店の売上高は来客数の減少により前年同期を2.0％下回る結果となりましたが、平

成19年11月に開店いたしました「表参道うかい亭」の売上高が寄与した結果、グループ全体としての売上高は、前

年同期を3.0％上回る結果となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は104億16百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は７億59百万

円（同11.7％増）、経常利益は６億21百万円（同16.6％増）となりました。 

 また、平成20年12月９日に「ウカイリゾート」の閉鎖（平成21年７月予定）及びコンセプトリニューアル店とし

て「MARUNOUCHI うかい GRILL RESTAURANT」（仮称）のオープン（平成21年９月予定）を決議しております。その

ため、「ウカイリゾート」の固定資産減損損失３億39百万円、店舗閉鎖損失引当金繰入額29百万円を計上した結

果、四半期純利益は68百万円（同77.3％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

 飲食事業におきましては、平成19年11月オープンの「表参道うかい亭」や「東京芝とうふ屋うかい」の客単価の

上昇及び来客数の増加が通期で寄与した他、「とうふ屋うかい大和田店」、「とうふ屋うかい鷺沼店」も計画通り

堅調に推移しましたが、その他の既存店では来客数の減少により減収となりました。また、原材料の高騰に対して

はメニュー構成の工夫により原価率を抑え、更に人員効率や消耗品費の見直しを図り利益の確保に努めました。 

 文化事業におきましては、箱根周辺の集客が減少する中、「箱根ガラスの森」も団体客の来館者数が減少いたし

ましたが、「河口湖オルゴールの森」の来館者数が増加したことや客単価の上昇が大きく寄与し増収となりまし

た。また、将来の集客確保のため販売促進及び広告宣伝活動を先行して行っているため、関連諸費用及び修繕費が

増加しております。 

なお、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」を適用したことにともない、たな卸資

産評価損を売上原価で10百万円、特別損失で15百万円計上しております。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億99百万円増加し、163億10百万円

となりました。主な要因は、現金及び預金が８億81百万円増加した一方、減価償却及び減損損失により有形固定資

産が５億82百万円減少したこと等によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ２億62百万円増加し、113億21百万

円となりました。主な要因は、有利子負債が88百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し、49億89百万円となり

ました。主な要因は、四半期純利益68百万円、剰余金の配当による減少50百万円等によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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

８億91百万円増加し22億31百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は12億27百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益２億73百

万円、減価償却費４億57百万円、減損損失３億39百万円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、支出した資金は３億72百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得及び新店舗の開

設にともなう敷金・保証金の差し入れ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、主に借入金の収入により37百万円の増加となりました。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 平成21年３月期における業績につきましては、平成20年12月９日付「店舗閉鎖に伴う特別損失の計上及び業績予

想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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．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 平成18年７月５日）を第１四半期連結会計 

期間から適用し、評価基準については、商品（飲食事業）及び原材料は先入先出法による原価法から先入先

出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に、商品（文化事業）は移動平均法による原価

法から移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に、貯蔵品は 終仕入原価法によ

る原価法から 終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が10,078千円、税金等

調整前四半期純利益が25,470千円それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,243,711 1,361,741

売掛金 363,016 378,042

商品及び製品 189,259 205,097

原材料及び貯蔵品 254,810 202,807

繰延税金資産 59,952 72,396

その他 151,797 162,488

貸倒引当金 △267 △290

流動資産合計 3,262,280 2,382,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,305,716 11,233,978

減価償却累計額 △4,667,633 △4,366,689

減損損失累計額 △233,767 －

建物及び構築物（純額） 6,404,316 6,867,288

土地 2,677,708 2,776,953

建設仮勘定 19,249 1,550

美術骨董品 1,266,997 1,265,259

その他 1,106,869 1,084,585

減価償却累計額 △764,628 △709,148

減損損失累計額 △6,301 －

その他（純額） 335,940 375,436

有形固定資産合計 10,704,211 11,286,488

無形固定資産 36,676 27,300

投資その他の資産   

投資有価証券 23,277 36,464

繰延税金資産 1,048,826 1,158,346

敷金及び保証金 1,020,497 920,028

その他 214,973 200,357

投資その他の資産合計 2,307,574 2,315,196

固定資産合計 13,048,462 13,628,986

資産合計 16,310,742 16,011,269
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 373,163 314,488

1年内償還予定の社債 537,000 537,000

短期借入金 1,500,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,558,352 1,331,668

未払法人税等 43,552 67,047

賞与引当金 26,106 114,100

店舗閉鎖損失引当金 29,290 －

その他 770,212 582,720

流動負債合計 4,837,676 4,547,024

固定負債   

社債 815,000 1,046,000

長期借入金 5,099,899 4,907,440

退職給付引当金 515,094 508,127

役員退職慰労引当金 54,057 41,569

その他 － 9,236

固定負債合計 6,484,050 6,512,372

負債合計 11,321,726 11,059,397

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,153,269 1,153,269

資本剰余金 1,698,674 1,698,674

利益剰余金 1,716,028 1,698,472

自己株式 △7,869 △7,588

株主資本合計 4,560,103 4,542,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,077 16,925

評価・換算差額等合計 9,077 16,925

新株予約権 310,023 310,023

少数株主持分 109,811 82,095

純資産合計 4,989,016 4,951,872

負債純資産合計 16,310,742 16,011,269
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,416,377

売上原価 4,702,928

売上総利益 5,713,449

販売費及び一般管理費  

役員報酬 167,523

給料及び手当 1,643,234

賞与引当金繰入額 16,629

退職給付費用 33,470

役員退職慰労引当金繰入額 12,488

賃借料 552,812

減価償却費 313,253

その他 2,214,962

販売費及び一般管理費合計 4,954,373

営業利益 759,075

営業外収益  

受取利息 6,983

受取配当金 637

その他 10,465

営業外収益合計 18,085

営業外費用  

支払利息 148,907

その他 7,015

営業外費用合計 155,923

経常利益 621,237

特別利益  

固定資産売却益 2,211

保険差益 48,018

特別利益合計 50,230

特別損失  

固定資産除却損 4,596

固定資産売却損 484

たな卸資産評価損 15,391

減損損失 339,313

災害による損失 9,382

店舗閉鎖損失引当金繰入額 29,290

特別損失合計 398,458

税金等調整前四半期純利益 273,009

法人税、住民税及び事業税 49,620

法人税等調整額 127,303

法人税等合計 176,923

少数株主利益 27,716

四半期純利益 68,370
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 273,009

減価償却費 457,117

減損損失 339,313

固定資産除却損 4,596

災害損失 9,382

保険差益 △48,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,966

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,488

受取利息及び受取配当金 △7,620

支払利息 148,907

売上債権の増減額（△は増加） 15,025

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,164

仕入債務の増減額（△は減少） 58,674

未払消費税等の増減額（△は減少） 107,891

その他 28,505

小計 1,370,075

利息及び配当金の受取額 7,777

利息の支払額 △141,662

災害損失の支払額 △15,260

保険金の受取額 63,738

法人税等の支払額 △57,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,227,125

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 △15,000

定期預金の払戻による収入 25,000

有形固定資産の取得による支出 △253,784

有形固定資産の売却による収入 9,252

その他 △137,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,304

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,250,000

短期借入金の返済による支出 △1,350,000

長期借入れによる収入 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,030,857

社債の償還による支出 △231,000

配当金の支払額 △50,677

その他 △281

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 891,970

現金及び現金同等物の期首残高 1,339,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,231,711
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

    当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

（注）１．事業区分の方法 

     事業は形態別を考慮して区別しております。 

   ２．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

      「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」４．（３）２に記載の

とおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が、文化事業で10,078千円減少しております。 

           

       

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。  

  

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  飲食事業 文化事業 計 消去又は全社 連結 

  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高           

 (1) 外部顧客に対する売上高  8,518,085  1,898,292  10,416,377  －    10,416,377

 (2) セグメント間の内部売上高又 

   は振替高   
－ － － － － 

計  8,518,085  1,898,292  10,416,377 －    10,416,377

    営業利益  1,219,022  281,153  1,500,176  (741,101)    759,075

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  

  

前年同四半期は連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、記載しておりません。 

  

  

前年同四半期はセグメント情報を作成していないため、記載しておりません。 

  

  

  

  

科目

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  10,110,629

Ⅱ 売上原価  4,559,164

売上総利益  5,551,464

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,872,148

営業利益  679,316

Ⅳ 営業外収益  18,730

Ⅴ 営業外費用  165,143

経常利益  532,902

Ⅵ 特別利益  361,851

Ⅶ 特別損失  363,787

税金等調整前四半期純利益  530,966

税金費用  212,385

少数株主利益  17,584

四半期純利益  300,997

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（３）セグメント情報 
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   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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