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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 13,661 ― 360 ― 337 ― 218 ―

20年3月期第3四半期 19,256 △10.1 775 225.1 732 275.4 720 ―

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 13.60 ―

20年3月期第3四半期 44.08 ―

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 13,175 3,263 24.8 202.91
20年3月期 13,598 3,060 22.5 190.26

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,263百万円 20年3月期  3,060百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 0.00

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 19,683 △18.3 1,061 5.5 1,017 5.3 847 △33.3 52.67

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  有  

［（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。］  

(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【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  16,114,000株 20年3月期  16,114,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  30,954株 20年3月期  30,154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  16,083,537株 20年3月期第3四半期  16,091,301株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1.本資料に記載されている業績の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。 
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。  
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当第３四半期累計期間(2008年4月1日から2008年12月31日まで)のわが国経済は、世界的金融危機の深刻
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しました。 
 このような状況のもと、当社は「おいしい料理」「心のこもったサービス」「清潔なお店」で、お客様
に満足していただくことを基本に「アメニティレストラン＝居心地の良いレストラン」づくりに全力で取
り組むとともに、2008年7月9日にはＩＳＯ14001「環境マネジメントシステム規格」を取得し、環境保全
活動にも注力してまいりました。 
 店舗数につきましては、サンデーサン業態３店舗のうち２店舗を株式会社ココスジャパンへ承継し、１
店舗を閉店したほか、ジーナジーノ業態２店舗を閉店した結果、当第３四半期末の店舗数は、ジョリーパ
スタが217店舗、フラカッソが28店舗、その他が6店舗、合計251店舗となりました。 
 営業政策につきましては、ジョリーパスタ業態59店舗のリニューアルを実施することにより、主力であ
るジョリーパスタブランドの強化を積極的に推進いたしました。また、商品政策につきましては、季節商
品を取り入れたメニューの導入、グランドメニューの改訂をするとともに、自社工場で製造している各種
ソースの改良に取り組み、一層のおいしさを追求してまいりました。 
 しかしながら、消費者マインドの低下による売上減、食材価格の上昇による原価率増加等の影響を受
け、業績は以下の結果となりました。 
 当第３四半期累計期間の業績は、売上高136億61百万円、営業利益3億60百万円、経常利益3億37百万
円、四半期純利益2億18百万円となりました。 
  

当第３四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の減少12億21百万円、敷金・差入保証金
の減少2億88百万円及び有形固定資産の増加10億22百万円により、131億75百万円となりました。 
 負債は、借入金の減少9億27百万円等により、99億11百万円となりました。 
 純資産は、四半期純利益2億18百万円等により、32億63百万円となりました。 
  

2009年3月期の業績につきましては、本資料の公表時点では、概ね予定通り推移しているため、2008年5
月12日発表の業績予測に変更はありません。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の
発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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.第１四半期会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年
７月５日 企業会計基準第９号）を適用しており、評価基準については、原価法から原価法（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。 
 なお、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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3.第１四半期会計期間から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)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)を早期に適用しており、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から通常の売買
取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。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適用初年度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引き続き採用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に462,064千円計上されて
おります。また、第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

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 404,905 1,626,865

売掛金 66,458 58,767

商品 8,593 6,661

製品 11,255 －

半製品 68,259 87,397

原材料 143,561 104,531

関係会社短期貸付金 513,927 435,133

その他 1,017,931 989,036

貸倒引当金 △73 △64

流動資産合計 2,234,820 3,308,327

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,260,359 1,810,505

土地 2,986,997 2,986,997

その他（純額） 1,015,112 442,953

有形固定資産合計 6,262,468 5,240,456

無形固定資産 239,976 286,281

投資その他の資産   

敷金 2,230,055 2,324,170

差入保証金 1,603,317 1,797,535

その他 624,663 661,484

貸倒引当金 △20,000 △20,000

投資その他の資産合計 4,438,036 4,763,190

固定資産合計 10,940,481 10,289,928

資産合計 13,175,302 13,598,256

負債の部   

流動負債   

買掛金 509,891 499,375

短期借入金 3,850,000 4,050,000

1年内返済予定の長期借入金 1,721,210 2,205,132

未払金 220,033 180,653

未払費用 534,879 561,975

未払法人税等 87,234 76,534

賞与引当金 49,718 126,427

その他 181,991 96,489

流動負債合計 7,154,957 7,796,586

固定負債   

長期借入金 1,967,748 2,211,074

退職給付引当金 198,960 209,017

その他 590,237 321,518

固定負債合計 2,756,945 2,741,609

負債合計 9,911,903 10,538,196
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（単位：千円）

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 2,958,080 2,958,080

資本剰余金 330,768 330,768

利益剰余金 △14,906 △233,613

自己株式 △22,525 △22,093

株主資本合計 3,251,416 3,033,141

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,982 26,918

評価・換算差額等合計 11,982 26,918

純資産合計 3,263,399 3,060,059

負債純資産合計 13,175,302 13,598,256
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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 13,661,578

売上原価 4,067,087

売上総利益 9,594,490

販売費及び一般管理費 9,234,406

営業利益 360,083

営業外収益  

受取利息 17,930

受取配当金 4,647

賃貸収入 126,739

その他 15,056

営業外収益合計 164,373

営業外費用  

支払利息 83,692

賃貸収入原価 101,256

その他 2,268

営業外費用合計 187,217

経常利益 337,239

特別利益  

固定資産売却益 3,808

受取補償金 897

投資有価証券売却益 4,135

その他 1,666

特別利益合計 10,507

特別損失  

店舗閉鎖損失 31,549

固定資産除却損 27,955

その他 3,335

特別損失合計 62,841

税引前四半期純利益 284,905

法人税、住民税及び事業税 81,689

法人税等調整額 △15,490

法人税等合計 66,198

四半期純利益 218,706
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 284,905

減価償却費 285,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,056

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,550

有形及び無形固定資産除却損 27,955

受取利息及び受取配当金 △22,577

支払利息 83,692

店舗閉鎖損失 31,549

投資有価証券売却損益（△は益） △4,135

固定資産売却損益（△は益） △3,808

売上債権の増減額（△は増加） △7,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,164

仕入債務の増減額（△は減少） 10,516

未払人件費の増減額（△は減少） △108

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,092

その他 △14,221

小計 472,662

利息及び配当金の受取額 6,438

利息の支払額 △83,206

法人税等の支払額 △82,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,724

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △778,431

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,697

投資有価証券の取得による支出 △92

投資有価証券の売却による収入 9,100

敷金及び保証金の差入による支出 △10,086

敷金及び保証金の回収による収入 321,476

店舗閉鎖による支出 △26,999

貸付金の回収による収入 31

その他の支出 △4,432

投資活動によるキャッシュ・フロー △487,736

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △200,000

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 △1,727,248

自己株式の取得による支出 △431

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △41,474

財務活動によるキャッシュ・フロー △969,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,143,166

現金及び現金同等物の期首残高 2,061,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 918,832
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 (1)（要約）四半期損益計算書 

                                                  単位:千円 

 
  

  

「参考」

科  目

前年同四半期 

(2008年3月期    

  第3四半期）

金額

Ⅰ 売上高 19,256,528

Ⅱ 売上原価 5,571,367

   売上総利益 13,685,161

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,910,041

   営業利益 775,119

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 23,819

 2. 賃貸収入 121,313

 3. その他 48,298

  営業外収益合計 193,430

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 121,779

 2. 賃貸収入原価 102,465

 3. その他 11,408

  営業外費用合計 235,653

   経常利益 732,896

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 10,545

 2. 投資有価証券売却益 84,804

 3. 受取補償金 3,871

 4. その他 17,917

  特別利益合計 117,138

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産除却損 18,702

 2. 店舗廃止関連損 11,884

 3. その他 2,686

  特別損失合計 33,273

   税引前四半期純利益 816,761

   法人税・住民税及び事業税 95,935

   四半期純利益 720,826
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