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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 19,582 ― 1,021 ― 951 ― 427 ―

20年3月期第3四半期 16,416 16.0 1,077 39.9 1,029 38.1 502 48.2

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3四半期 91.64 ―

20年3月期第3四半期 107.69 ―

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 13,226 2,614 19.8 559.88
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3四半期  2,614百万円 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  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 26,500 19.6 1,210 △9.0 1,110 △13.6 470 △22.8 100.65

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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,669,650株 20年3月期第3四半期  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。  

－1－



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３四半期累計期間（2008年４月１日～2008年12月31日）における我が国経済は、世界的な金融危機の深刻化

や世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の大幅な変動などから企業収益が減少し、雇用情勢などを含め、

景気は厳しい状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、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で推移いたしました。 

 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、季節限定商品の投入や既存商品のブ

ラッシュアップによる商品力の強化と、お客様のニーズに合わせた店舗販促を実施することにより既存店の売上高

を維持し、業績の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期累計期間（９か月）の業績は、売上高195億82百万円、営業利益10億21百万円、経常利

益９億51百万円となり、四半期純利益は４億27百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末における資産は132億26百万円となり、前事業年度末に比べ20億45百万円の増加となり

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、106億12百万円となり、前事業年度末に比べ17億57百万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、26億14百万円となり、前事業年度末に比べ２億87百万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 

当社を取り巻く経営環境は、世界的な金融不安の実体経済への影響などにより、依然として厳しい環境が続いて

おります。当第３四半期累計期間までの業績は概ね予想通り推移しておりますが、引続き売上高を確保するため

に、販促キャンペーン等の実施によるコストの増加が見込まれます。 

 このような状況を踏まえ、当第３四半期累計期間の業績を勘案し、2008年５月12日に公表いたしました通期業績

予想の営業利益を３億70百万円減の12億10百万円に、経常利益を３億30百万円減の11億10百万円に、当期純利益を

１億80百万円減の４億70百万円に修正しております。売上高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３四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３四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。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(2008年12月31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 1,508 2,209

売掛金 377 355

商品 80 71

貯蔵品 25 22

繰延税金資産 71 127

その他 879 353

貸倒引当金 △15 △15

流動資産合計 2,928 3,124

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,447 4,434

その他（純額） 925 245

有形固定資産合計 6,373 4,680

無形固定資産 156 122

投資その他の資産   

差入保証金 2,727 2,455

繰延税金資産 53 57

その他 1,001 754

貸倒引当金 △14 △12

投資その他の資産合計 3,768 3,254

固定資産合計 10,298 8,056

資産合計 13,226 11,181

負債の部   

流動負債   

買掛金 926 830

短期借入金 2,356 1,984

未払法人税等 91 427

役員賞与引当金 10 12

賞与引当金 67 130

その他 957 629

流動負債合計 4,408 4,013

固定負債   

長期借入金 5,344 4,291

退職給付引当金 － 94

その他 858 455

固定負債合計 6,203 4,840

負債合計 10,612 8,854
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(2008年12月31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 1,460 1,173

自己株式 △3 △3

株主資本合計 2,614 2,326

純資産合計 2,614 2,326

負債純資産合計 13,226 11,181
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31日) 

売上高 19,582

売上原価 6,469

売上総利益 13,113

販売費及び一般管理費 12,091

営業利益 1,021

営業外収益  

受取利息 15

不動産賃貸料 26

その他 37

営業外収益合計 79

営業外費用  

支払利息 83

不動産賃貸費用 26

その他 40

営業外費用合計 149

経常利益 951

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 72

解約違約金 15

特別損失合計 87

税引前四半期純利益 863

法人税、住民税及び事業税 375

法人税等調整額 60

法人税等合計 436

四半期純利益 427
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年12月31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 863

減価償却費 404

賞与引当金の増減額（△は減少） △63

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

受取利息 △15

支払利息 83

固定資産除売却損益（△は益） 72

売上債権の増減額（△は増加） △24

たな卸資産の増減額（△は増加） △12

営業債権の増減額（△は増加） △44

仕入債務の増減額（△は減少） 95

営業債務の増減額（△は減少） 147

小計 1,511

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △84

法人税等の支払額 △703

営業活動によるキャッシュ・フロー 727

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 △1,569

無形固定資産の取得による支出 △60

貸付けによる支出 △748

貸付金の回収による収入 38

敷金及び保証金の差入による支出 △342

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682

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 3,250

長期借入金の返済による支出 △1,824

リース債務の返済による支出 △38

配当金の支払額 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △700

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 1,508
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 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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（2007年４月１日～12月31日） 

                      （単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
（2008年３月期 
第３四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 16,416 

Ⅱ 売上原価 5,604 

売上総利益 10,811 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,734 

営業利益 1,077 

Ⅳ 営業外収益 83 

Ⅴ 営業外費用 130 

経常利益 1,029 

Ⅵ 特別利益 24 

Ⅶ 特別損失 86 

税引前四半期純利益 967 

法人税、住民税及び事業税  

法人税等調整額  

404 

60 

四半期純利益 502 
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