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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年5月16日～平成21年2月15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5月期第3四半期 11,165 ― 475 ― 518 ― 280 ―

20年5月期第3四半期 9,953 6.4 606 △9.1 626 △5.9 319 △12.2

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5月期第3四半期 1,933.29 ―

20年5月期第3四半期 2,198.84 ―

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5月期第3四半期 5,207 2,905 55.8 20,013.17
20年5月期 5,015 2,664 53.1 18,353.63

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  2,905百万円 20年5月期  2,664百万円

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5月期 ― 0.00 ― 270.00 270.00
21年5月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ――― 270.00 270.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年5月16日～平成21年5月15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 14,800 10.0 360 △53.3 420 △47.6 220 △44.6 1,515.40

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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご欄ください。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご欄ください。  

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期  145,180株 20年5月期  145,180株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  4株 20年5月期  4株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期  145,176株 20年5月期第3四半期  145,179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」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。  



当第３四半期累計期間（平成20年５月16日～平成21年２月15日）におけるわが国の経済は、世界的な金融危

機の深刻化に伴う急激な円高の進行および輸出の鈍化が企業収益を圧迫し、自動車産業をはじめとする製造業を

中心とした大幅な生産調整や雇用情勢の悪化により、急速な景気後退の局面という厳しい状況で推移しました。

外食産業におきましては、雇用不安、個人所得の伸び悩み等、将来の不安から消費マインドは一層冷え込

み、外食機会を控えるという厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中、当社は「お客様の感動と喜びを頂く」という基本方針を継続するとともに、「価格の

得」「味の得」「心の得」を追求する「三得運動」を展開し、顧客満足度のさらなる向上を進めてまいりまし

た。食の安全・安心に加え、「より良質な食材をより安く、よりおいしく」という消費者嗜好に対応するため

に、仕入ルートの新規開拓、企画商品・イベント開催を実施し、来店顧客数の回復に努めました。 

店舗開発につきましては、東京地区４店舗、神奈川地区３店舗、埼玉地区１店舗の計８店舗を新規に出店

し、当第３四半期会計期間末の店舗数は６４店舗となりました。 

 以上の結果、売上高111億65百万円、営業利益４億75百万円、経常利益５億18百万円、四半期純利益２億80百

万円となりました。  

（１）資産、負債及び純資産の状況   

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、現金及び預金、原材料の増加等により25億91百万円とな

り、前事業年度末と比較して67百万円増加しました。 

 固定資産は、主に新規出店に伴う建物、備品の増加等により26億16百万円となり、前事業年度末と比較して１

億24百万円増加しました。 

 以上の結果、資産の部は52億７百万円となり、前事業年度末と比較して１億92百万円の増加となりました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債のうち流動負債の残高は、買掛金及び短期借入金の増加並びに１年内償

還予定社債、未払金及び未払法人税等の減少等により19億34百万円となり、前事業年度末と比較して、47百万円

減少しました。以上の結果、負債の部は23億２百万円となり、前事業年度末と比較して、48百万円の減少となり

ました。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産の部は、四半期純利益計上による繰越利益剰余金の増加等により、29億５百

万円となり、前事業年度末と比較して２億40百万円増加しました。 

（２）キャッシュフローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末より82百万

円増加し、18億円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

 営業活動の結果獲得した資金は５億28百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益５億12百万円、減

価償却費１億44百万円、仕入債務の増加額１億60百万円による資金の獲得、賞与引当金の減少額55百万円による

資金の使用によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

 投資活動の結果使用した資金は４億16百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出３億

４百万円、敷金保証金等の差入による支出１億７百万円によるものです。   

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

 財務活動の結果獲得した資金は29百万円となりました。これは、主に短期借入金の借入による収入３億20百万

円、短期借入金の返済による支出１億64百万円、社債の償還による支出１億円によるものです。  

第４四半期の経営環境につきましては、３月度（２月16日から３月15日まで）の既存店売上高が前年同期比

で10％以上下回っていること、また、４月、５月の外部環境・個人消費動向の先行きが不透明なため、平成20年

12月15日公表の平成21年５月期通期の業績予想に変更はありません。 

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 



１.簡便な会計処理 

   重要なものはございません。 

２.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はございません。   

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 

（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、最終仕入原価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、最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。 

 これによる損益への影響はございません。  

  



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 
(平成21年２月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,235,621 2,152,134

売掛金 3,399 2,455

原材料 194,774 167,915

貯蔵品 9,360 10,455

その他 147,889 190,167

流動資産合計 2,591,046 2,523,127

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 983,403 845,758

その他（純額） 336,527 376,456

有形固定資産合計 1,319,930 1,222,214

無形固定資産 13,176 15,308

投資その他の資産   

差入保証金 1,045,760 960,289

その他 237,675 294,611

投資その他の資産合計 1,283,436 1,254,900

固定資産合計 2,616,544 2,492,423

資産合計 5,207,590 5,015,551

負債の部   

流動負債   

買掛金 934,410 773,637

短期借入金 157,500 47,377

未払金 595,041 658,090

未払法人税等 54,678 186,858

引当金   

賞与引当金 18,530 73,800

その他の引当金 10,068 10,925

引当金計 28,598 84,725

その他 164,129 231,428

流動負債合計 1,934,358 1,982,118

固定負債   

長期借入金 － 1,125

長期未払金 359,700 359,700

その他 8,100 8,100

固定負債合計 367,800 368,925

負債合計 2,302,158 2,351,043



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月15日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 2,352,870 2,111,400

自己株式 △176 △176

株主資本合計 2,905,474 2,664,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41 503

評価・換算差額等合計 △41 503

純資産合計 2,905,432 2,664,507

負債純資産合計 5,207,590 5,015,551



（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 平成20年５月16日 
 至 平成21年２月15日) 

売上高 11,165,035

売上原価 4,801,059

売上総利益 6,363,975

販売費及び一般管理費 5,888,622

営業利益 475,352

営業外収益  

受取利息 7,203

受取手数料 28,111

その他 11,834

営業外収益合計 47,149

営業外費用  

支払利息 1,634

現金過不足 1,760

その他 133

営業外費用合計 3,528

経常利益 518,973

特別利益  

賞与引当金戻入額 16,665

その他 961

特別利益合計 17,627

特別損失  

減損損失 23,966

その他 13

特別損失合計 23,979

税引前四半期純利益 512,621

法人税、住民税及び事業税 223,412

法人税等調整額 8,540

法人税等合計 231,953

四半期純利益 280,667



（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 平成20年５月16日 
 至 平成21年２月15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 512,621

減価償却費 144,022

減損損失 23,966

のれん償却額 4,200

差入保証金と相殺した地代家賃 34,713

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,270

受取利息及び受取配当金 △7,216

支払利息 1,400

社債利息 266

固定資産除却損 13

売上債権の増減額（△は増加） △944

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,765

仕入債務の増減額（△は減少） 160,772

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,577

その他 77,834

小計 877,192

利息及び配当金の受取額 3,933

利息の支払額 △1,926

法人税等の支払額 △350,421

営業活動によるキャッシュ・フロー 528,777

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 △411,712

定期預金の払戻による収入 410,395

有形固定資産の取得による支出 △304,317

無形固定資産の取得による支出 △4,524

差入保証金の差入による支出 △107,576

差入保証金の回収による収入 956

投資活動によるキャッシュ・フロー △416,779

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 320,000

短期借入金の返済による支出 △164,000

長期借入金の返済による支出 △47,002

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △38,825

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 82,170

現金及び現金同等物の期首残高 1,718,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,800,804



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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 

 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）（要約）四半期損益計算書 

前第3四半期累計期間（平成19年5月16日～平成20年2月15日）  

  

  
前第３四半期累計期間

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年２月15日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高   9,953,243 

Ⅱ 売上原価   4,294,534 

売上総利益   5,658,708 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,052,061 

営業利益   606,647 

Ⅳ 営業外収益   24,192 

Ⅴ 営業外費用   4,813 

経常利益   626,027 

Ⅵ 特別損失   23,345 

税金等調整前四半期純利
益   602,681 

法人税、住民税及び事業
税 296,689   

法人税等調整額 △13,233 283,456 

四半期純利益   319,225 

      



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年5月16日～平成20年2月15日） 

  

  

  
前第３四半期累計期間

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年２月15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  602,681

減価償却費   108,617

のれん償却額  4,200

差入保証金と相殺した地代
家賃・賃借料   32,070

賞与引当金の増減額（減少
△）   22,640

受取利息及び受取配当金  △8,304

支払利息   3,379

社債利息  875

固定資産除却損   23,345

売上債権の増減額（増加：
△）   242

たな卸資産の増減額（増
加：△）  

△29,022

仕入債務の増減額（減少：
△）  

△69,596

その他   30,607

小計  721,737

利息及び配当金の受取額   3,442

利息の支払額  △3,704

法人税等の支払額  △399,263

営業活動によるキャッシュ・
フロー  322,211

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー   

定期預金の預入れによる支
出 

△410,395

定期預金の払戻しによる収
入  200,108

有形固定資産の取得による
支出 

△255,607

無形固定資産の取得による
支出  

△2,202

長期前払費用の取得による
支出  

△55

差入保証金の差入による支
出  

△109,331

差入保証金の返還による収
入   10,420

その他   4

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△567,059



  

  
前第３四半期累計期間

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年２月15日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー   

短期借入金の純増減額   75,000

長期借入金の返済による支
出  

△116,176

自己株式の取得による支出 △176

配当金の支払額  △39,198

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△80,551

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △325,398

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  1,892,193

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期
末残高 

 1,566,795

    



  該当事項なし 

  

  

６．その他の情報 
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