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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 20,981 ― 605 ― 655 ― 259 ―
20年3月期第3四半期 21,659 3.3 925 25.4 1,226 22.2 563 △4.7

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 29.42 ―
20年3月期第3四半期 65.67 ―

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 13,133 6,598 50.2 747.08
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3四半期  6,598百万円 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 27,370 △4.5 490 △62.5 580 △65.2 200 △74.0 22.64

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3四半期  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3四半期  50,777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3四半期  8,832,495株 20年3月期第3四半期  8,587,958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３四半期連結累計期間（９ヵ月）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

市場の混乱や株式・為替市場の変動などの影響により企業収益が減少し、景気は急速に悪化してまいりました。

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３四半期連結累計

期間においては、新設店９店舗を出店し、一方で、不採算店等９店舗を退店いたしました。これにより総店舗数は206

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11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。

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３四半期連結累計期間の業績は、売上高209億８千１百万円、営業利益６億５百万円、経常利益６億

５千５百万円、四半期純利益２億５千９百万円となりました。

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３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ８千８百万円増の131億３千３百万円となりま

した。負債合計は、前連結会計年度末に比べ２千１百万円減の65億３千５百万円となりました。純資産合計は、65億

９千８百万円となり自己資本比率50.2％となりました。

（２）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２

千６百万円減少し当第３四半期連結累計期間末には32億１百万円となりました。

（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、６億６千万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益５億６千６

百万円、減価償却費３億７千６百万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、５億６千３百万円となりました。これは店舗の新設等による支出７億３千万円が

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）

財務活動の結果使用した資金は、９千９百万円となりました。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９億９千万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急速に悪化していることに加え、世界的な金融

危機の深刻化や株式・為替市場の大幅な変動などから、景気をさらに下押しする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、食の安心・安全の問題、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が顕著化するなど、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273億７千万円（前年同期比4.5％減）、営業利益４億９

千万円（前年同期比62.5％減）、経常利益５億８千万円（前年同期比65.2％減）、当期純利益２億円（前年同期比

74.0％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589,222千円、売上総利益が34,429千円、営

業総利益及び営業利益が173,083千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 3,201,891 3,228,555

半製品 49,084 37,056

原材料 372,574 158,387

貯蔵品 63,842 29,752

その他 1,179,899 1,237,072

貸倒引当金 △2,469 △2,002

流動資産合計 4,864,823 4,688,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,307,274 6,086,616

土地 1,520,553 1,520,553

その他 1,115,690 1,072,765

減価償却累計額 △5,116,660 △4,980,053

有形固定資産合計 3,826,857 3,699,882

無形固定資産 192,442 217,338

投資その他の資産   

差入保証金 3,365,282 3,418,075

その他 939,595 1,076,678

貸倒引当金 △55,555 △56,292

投資その他の資産合計 4,249,322 4,438,460

固定資産合計 8,268,622 8,355,681

資産合計 13,133,445 13,044,503

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,242,903 981,552

短期借入金 1,174,216 1,197,156

未払法人税等 28,500 107,697

賞与引当金 112,000 250,000

その他 1,363,330 1,324,559

流動負債合計 3,920,950 3,860,965

固定負債   

長期借入金 2,391,760 2,359,172

その他 222,452 336,433

固定負債合計 2,614,212 2,695,605

負債合計 6,535,162 6,556,571



（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) 

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 4,311,863 4,158,016

自己株式 △68,626 △67,815

株主資本合計 6,739,437 6,586,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,066 3,057

為替換算調整勘定 △142,220 △101,524

評価・換算差額等合計 △141,153 △98,467

純資産合計 6,598,283 6,487,932

負債純資産合計 13,133,445 13,044,503



（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 20,981,474

売上原価 8,584,841

売上総利益 12,396,633

営業収入 185,021

営業総利益 12,581,654

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 5,868,886

その他 6,107,651

販売費及び一般管理費合計 11,976,537

営業利益 605,116

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,848

仕入割引 80,534

受取賃貸料 34,346

その他 25,672

営業外収益合計 144,402

営業外費用  

支払利息 33,626

為替差損 58,563

その他 1,790

営業外費用合計 93,979

経常利益 655,538

特別利益  

固定資産売却益 2,500

貸倒引当金戻入額 270

受取補償金 16,150

特別利益合計 18,920

特別損失  

固定資産除却損 5,407

減損損失 9,599

賃貸借契約解約損 92,651

特別損失合計 107,658

税金等調整前四半期純利益 566,801

法人税、住民税及び事業税 146,071

法人税等調整額 160,891

法人税等合計 306,963

四半期純利益 259,838



（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 566,801

減価償却費 376,802

減損損失 9,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △270

賞与引当金の増減額（△は減少） △138,000

受取利息及び受取配当金 △3,848

支払利息 33,626

固定資産除売却損益（△は益） 2,907

賃貸借契約解約損 69,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,597

仕入債務の増減額（△は減少） 268,712

その他 △24,735

小計 899,795

利息及び配当金の受取額 3,904

利息の支払額 △33,429

法人税等の支払額 △210,072

営業活動によるキャッシュ・フロー 660,198

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 △566,574

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 △163,746

差入保証金の回収による収入 175,192

その他 △7,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △563,810

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 △990,352

配当金の支払額 △105,990

その他 △2,677

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,020

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,664

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 3,201,891



　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）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ．売上高 21,659,954

Ⅱ．売上原価 8,556,934

売上総利益 13,103,019

Ⅲ．営業収入 65,326

営業総利益 13,168,345

Ⅳ．販売費及び一般管理費 12,242,948

営業利益 925,397

Ⅴ．営業外収益 342,101

Ⅵ．営業外費用 41,216

経常利益 1,226,281

Ⅶ．特別利益 10,903

Ⅷ．特別損失 155,386

税金等調整前四半期純利益 1,081,798

法人税、住民税及び事業税 281,020

法人税等調整額 234,234

少数株主利益 2,588

四半期純利益 563,954



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

税金等調整前四半期純利益 1,081,798

減価償却費 365,283

減損損失 115,830

その他 △437,464

小計 1,125,447

法人税等の支払額 △793,128

その他 △22,557

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

309,761

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

△593,579

差入保証金等の支出 △157,441

その他 184,933

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△566,087

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 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △992,624

社債の償還による支出 △1,550,000

その他 △139,950

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△182,574

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算
差額

△4,870

Ⅴ．現金及び現金同等物の減少額 △443,770

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四半期末
残高

3,247,758



（３）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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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