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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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8月期第2四半期 40,699 ― 2,046 ― △14,873 ― △9,133 ―

20年8月期第2四半期 39,788 1.7 2,155 △5.0 2,278 △16.6 1,057 △26.1

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8月期第2四半期 △178.65 ―

20年8月期第2四半期 20.37 ―

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8月期第2四半期 65,384 41,956 64.2 820.70
20年8月期 63,951 54,354 85.0 1,063.18

（参考） 自己資本  21年8月期第2四半期  41,956百万円 20年8月期  54,354百万円

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8月期 ― ― ― 18.00 18.00

21年8月期 ― ―

21年8月期 
（予想）

― 18.00 18.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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  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 86,500 1.8 8,500 13.3 △8,600 ― △5,800 ― ―



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） 

(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．業績予想につきましては、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、リスクや不確実性を内包しておりま
す。したがいまして、個人消費の動向や経済環境などの諸要因の変化により、実際の業績等は記載内容と異なる可能性があることを予めご承知おきくださ
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。 

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8月期第2四半期 52,272,342株 20年8月期 52,272,342株

② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期 1,149,118株 20年8月期 1,147,907株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第2四半期 51,123,777株 20年8月期第2四半期 51,916,204株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した金融不安が実体経済に深刻な影

響を及ぼし、企業業績の悪化による雇用や所得の不安の高まりを背景に個人消費が伸び悩むなど、景気後退色がさら

に強まってまいりました。 

 外食産業におきましても、 国内経済情勢の悪化から消費者の生活防衛意識が高まり、購買意欲が低調に推移する

など、一段と厳しい経営環境が続いております。このような状況の下、当社といたしましては、次のような取り組み

を進めることで収益力の向上に努めてまいりました。 

  商品開発につきましては、当社の強み及び特長の一つである、食材の調達から商品の提供までを一貫して管理す

るバーティカル・マーチャンダイジング・システムを活かし、季節感を演出した商品を提供することで他社との差別

化を図りました。 

 また、店舗マネジメントの強化に継続して取り組むことで、「お客様に選ばれる」店舗作りと、店舗段階での収益

力の向上に努めてまいりました。 

 店舗展開におきましては、出店立地の選別を強化しつつ、国内での新規出店は23店舗、退店は６店舗、差し引き17

店舗の増加となりました。 

  以上の取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高406億99百万円（前年同期比

2.3％増）、営業利益20億46百万円（同5.0％減）となりましたが、デリバティブ解約損を153億10百万円計上したこ

とにより、四半期純損失91億33百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は653億84百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億32百万円の増加

となりました。主な要因は、繰延税金資産の増加29億25百万円などによる投資その他の資産の増加32億65百万円であ

ります。負債は、長期借入金等の増加により、前連結会計年度末と比較して138億30百万円増加し、234億27百万円と

なりました。 純資産は、前連結会計年度末と比較して123億97百万円減少し、419億56百万円となりました。この結

果、自己資本比率は64.2％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動におきましては、デリバティブ取引解約による支払153億10百万円等により、差引き148億39百万円の支出

となりました。 

 投資活動におきましては、有形固定資産の取得による支出19億38百万円等により、差引き24億55百万円の支出とな

りました。 

 財務活動におきましては、長期借入金による収入160億円等により、差引き141億77百万円の収入となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して38億93百

万円減少し、113億51百万円となりました。 

  

 平成21年８月期の連結業績予想につきましては、平成21年１月６日に公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。 

   

 記載すべき重要な事項はありません。 

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 

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。この変更による営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響は軽微であります。 

③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日改正））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））が平成20年４

月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。この変更による損益に与える影響はありません。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、残存価額をゼロ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引き続き採用しております。 

  

（追加情報）  

有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度の法人税法の改正を契機として固定資産の使用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間よ

り機械装置の耐用年数９年を８～10年に変更しております。この変更による第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,351 15,245

テナント未収入金 406 603

商品及び製品 2,674 2,970

原材料及び貯蔵品 837 399

繰延税金資産 3,819 648

その他 1,656 1,833

流動資産合計 20,746 21,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,315 17,651

機械装置及び運搬具（純額） 1,823 2,599

工具、器具及び備品（純額） 1,370 1,069

土地 5,330 5,400

建設仮勘定 180 163

有形固定資産合計 26,020 26,884

無形固定資産 249 264

投資その他の資産   

投資有価証券 1,277 769

敷金・保証金 6,664 6,496

建設協力金 4,873 5,105

繰延税金資産 3,046 120

その他 2,523 2,628

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 18,367 15,102

固定資産合計 44,637 42,251

資産合計 65,384 63,951



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,465 3,450

1年内返済予定の長期借入金 5,442 －

未払法人税等 229 1,598

賞与引当金 739 701

株主優待引当金 246 224

デリバティブ負債 1,656 －

その他 2,902 3,520

流動負債合計 13,681 9,494

固定負債   

長期借入金 9,651 －

繰延税金負債 26 43

その他 68 58

固定負債合計 9,746 102

負債合計 23,427 9,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 25,830 35,883

自己株式 △1,272 △1,270

株主資本合計 42,177 52,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50 △66

為替換算調整勘定 △170 2,189

評価・換算差額等合計 △220 2,122

純資産合計 41,956 54,354

負債純資産合計 65,384 63,951



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 40,699

売上原価 14,558

売上総利益 26,141

販売費及び一般管理費 24,094

営業利益 2,046

営業外収益  

受取利息 88

その他 6

営業外収益合計 94

営業外費用  

支払利息 29

為替差損 154

デリバティブ評価損 1,495

デリバティブ解約損 15,310

その他 25

営業外費用合計 17,015

経常損失（△） △14,873

特別利益  

補償金収入 20

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産除却損 99

店舗閉店損失 82

その他 0

特別損失合計 181

税金等調整前四半期純損失（△） △15,035

法人税、住民税及び事業税 198

法人税等調整額 △6,100

法人税等合計 △5,902

四半期純損失（△） △9,133



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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損失（△） △15,035

減価償却費 1,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 38

株主優待引当金の増減額（△は減少） 22

受取利息及び受取配当金 △88

支払利息 29

為替差損益（△は益） 248

デリバティブ評価損 1,495

デリバティブ解約損 15,310

固定資産除却損 99

店舗閉店損失 82

補償金収入 △20

テナント未収入金の増減額（△は増加） 196

たな卸資産の増減額（△は増加） △271

その他流動資産の増減額（△は増加） 110

買掛金の増減額（△は減少） △921

その他流動負債の増減額（△は減少） △388

その他 △147

小計 2,034

利息及び配当金の受取額 51

利息の支払額 △37

デリバティブ取引解約による支払額 △15,310

法人税等の支払額 △1,576

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,839

投資活動によるキャッシュ・フロー  

非連結子会社株式の取得による支出 △492

有形固定資産の取得による支出 △1,938

無形固定資産の取得による支出 △22

敷金・保証金・建設協力金の支出 △246

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 404

貸付金の増減額（△は増加） △100

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,455

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金による収入 16,000

長期借入金の返済による支出 △907

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △914

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 △776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,893

現金及び現金同等物の期首残高 15,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,351



 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２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

 当社グループは、外食事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。 

  

（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〕 

〔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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       39,788  100.0

Ⅱ 売上原価       14,418  36.2

売上総利益       25,370  63.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       23,215  58.4

営業利益       2,155  5.4

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  121           

２．その他  8  130  0.3

Ⅴ 営業外費用                

１．為替差損  4           

２．その他  2  7  0.0

経常利益       2,278  5.7

Ⅵ 特別利益                

１．補償金収入  36  36  0.1

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  180           

２．店舗閉店損失  54           

３．減損損失  60  294  0.7

税金等調整前中間純利益       2,020  5.1

法人税、住民税及び事業税  925           

法人税等調整額  37  963  2.4

中間純利益       1,057  2.7

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,020

減価償却費  1,181

貸倒引当金の増減額（減少△）  1

賞与引当金の増減額（減少△）  49

株主優待引当金の増減額（減少△）  5

受取利息及び受取配当金 △121

為替差損益（差益△）  315

固定資産除却損  180

店舗閉店損失  54

減損損失  60

補償金収入 △36

テナント未収入金の増減額（増加△）  145

たな卸資産の増減額（増加△） △243

その他流動資産の増減額（増加△）  128

買掛金の増減額（減少△） △864

その他流動負債の増減額（減少△） △392

 その他 △313

小計  2,170

利息及び配当金の受取額  87

法人税等の支払額 △1,966

営業活動によるキャッシュ・フロー  291



  

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成21年２月29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％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

子会社株式の取得による支出 △112

有形固定資産の取得による支出 △993

無形固定資産の取得による支出 △38

敷金・保証金・建設協力金の支出 △223

敷金・保証金・建設協力金の回収による
収入  403

退店補償による収入   36

その他投資に関する収入及び支出(△) △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △960

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出 △972

配当金の支払額 △936

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,909

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  99

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △2,479

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,982

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  9,502

    

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 
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