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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）平成19年12月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しておりますので、平成20年12月期第１四半期対前年同四半期増減率については記載し   
ておりません。 

(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12月期第1四半期 1,930 ― 251 ― 252 ― 137 ―

20年12月期第1四半期 2,071 ― 366 ― 363 ― 207 ―

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12月期第1四半期 41.60 ―

20年12月期第1四半期 62.63 ―

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12月期第1四半期 5,667 4,272 75.4 1,288.75
20年12月期 5,669 4,269 75.3 1,288.08

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,272百万円 20年12月期  4,269百万円

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12月期 ― ― ― 40.00 40.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,887 △3.5 324 △46.9 326 △46.7 174 △49.9 52.79

通期 8,270 2.6 844 △20.6 845 △20.6 456 △21.7 137.85
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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12月期第1四半期 3,315,000株 20年12月期  3,315,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 3,315,000株 20年12月期第1四半期 3,315,000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、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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。なお、第１四半期累計期間から「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 
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  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な経済の悪化を受け、製造業を中心として生産調整や雇用調

整が進み、景気後退局面という厳しい状況で推移しました。 

外食業界におきましては、雇用不安、個人所得の伸び悩み等を背景に消費者の生活防衛意識が高まり、外食を控え

る傾向が強まっております。 

当社は、このような厳しい環境の中でありながらも、客数前年比で100％を超える結果を出すことができました。

特に、ランチタイムにおいては、客数前年比が110％を超えるまで回復いたしました。それは、当社の企業理念にあ

る「顧客創造」を重要課題として、昨年末より導入した低価格のランチメニューの取り組みを強化したことによりま

す。一方、ディナータイムにおいては、平成21年１月にスポットメニューとして「サーロインステーキセット1,680

円（税込1,764円）」、また、３月のメニュー改訂においては、「味わい厚切りステーキセット1,580円（税込1,659

円）」を導入し、ステーキ専門店としての強みを活かした「お値打ちで満足できる商品」を提供し、来客数の回復に

取り組みました。 

また、お客様の来店動機を高めるため、お食事されたお客様全員にドリンクバー（シャーベット）無料券を配付

し、お客様のリピート率を上げ、固定客作りに努めました。 

収益力の向上を図るため、仕入価格の見直し、水道光熱費等の経費の削減を積極的に行うとともに、調理技術及び

接客サービスを向上するために社員教育を継続的に取り組んでまいりました。 

新規出店につきましては、当初の計画通りに推移し、平成21年４月に「ブロンコビリー草加松原店」（埼玉県草加

市）を開店し、今後も関東地区へ更なる出店の準備を進めてまいります。  

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高19億30百万円、営業利益２億51百万円、経常利益２億52百万

円、四半期純利益１億37百万円となりました。 

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当第１四半期末の資産合計は56億67百万円（前事業年度末56億69百万円）となり１百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、流動資産の現金及び預金が67百万円増加した一方、土地の取得及び減価償却費の計上等により有形

固定資産が15百万円及び投資その他の資産が25百万円減少したこと等によります。 

（負債） 

 当第１四半期末の負債合計は13億95百万円（前事業年度末13億99百万円）となり３百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、短期借入金が２億11百万円増加した一方、買掛金が53百万円、１年以内返済予定長期借入金が48百

万円及び未払法人税等が１億13百万円減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当第１四半期末の純資産合計は42億72百万円（前事業年度末42億69百万円）となり２百万円増加いたしました。

その主な要因は、四半期純利益の増加と配当金の支払により繰越利益剰余金が５百万円増加した一方、その他有価

証券差額金が３百万円減少したことによります。 

  

（2） キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、８億35百万円（前事業年度末７

億77百万円）となり58百万円増加いたしました。 

 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（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１億33百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益２億47百万円、

減価償却費86百万円あった一方、法人税等を２億13百万円支払ったこと等によります。 

（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71百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により66百万円支出

したこと等によります。 

（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４百万円となりました。これは主に、長・短期借入金等が純額で１億４百万円

増加した一方、配当金１億９百万円支払ったことによります。 

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
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 平成21年１月23日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変更

はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法としております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。なお、第１四半期累計期間から「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

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、主として総平均法による原価法によっておりました

が 、当第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、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）により算出しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響

はありません。 

  

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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,811,807 1,743,845

売掛金 17,157 20,540

商品及び製品 8,099 12,996

仕掛品 7,822 24,961

原材料及び貯蔵品 53,303 41,334

その他 103,907 113,492

流動資産合計 2,002,097 1,957,171

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,913,702 1,957,495

構築物（純額） 219,076 226,793

工具、器具及び備品（純額） 319,693 341,039

土地 273,207 226,782

その他（純額） 93,042 81,991

有形固定資産合計 2,818,724 2,834,102

無形固定資産 127,737 133,088

投資その他の資産   

差入保証金 502,922 514,891

その他 216,291 229,868

投資その他の資産合計 719,213 744,760

固定資産合計 3,665,675 3,711,951

資産合計 5,667,772 5,669,122

負債の部   

流動負債   

買掛金 187,674 241,211

短期借入金 300,600 89,200

1年内償還予定の社債 32,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 130,153 178,652

未払金 292,582 276,432

未払法人税等 109,325 223,060

賞与引当金 44,441 11,210

その他 107,412 113,053

流動負債合計 1,204,188 1,164,820

固定負債   

社債 56,000 72,000

長期借入金 117,533 149,040

その他 17,854 13,290

固定負債合計 191,387 234,330
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債合計 1,395,576 1,399,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,337 803,337

資本剰余金 713,337 713,337

利益剰余金 2,753,919 2,748,619

株主資本合計 4,270,594 4,265,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,602 4,678

評価・換算差額等合計 1,602 4,678

純資産合計 4,272,196 4,269,972

負債純資産合計 5,667,772 5,669,122
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,930,479

売上原価 566,680

売上総利益 1,363,798

販売費及び一般管理費 1,111,833

営業利益 251,965

営業外収益  

受取利息 910

受取賃貸料 5,400

協賛金収入 2,228

その他 551

営業外収益合計 9,091

営業外費用  

支払利息 1,814

賃貸費用 4,879

その他 1,600

営業外費用合計 8,295

経常利益 252,761

特別損失  

固定資産除売却損 79

投資有価証券評価損 234

店舗閉鎖損失 4,850

特別損失合計 5,163

税引前四半期純利益 247,597

法人税、住民税及び事業税 104,525

法人税等調整額 5,172

法人税等合計 109,697

四半期純利益 137,900
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 247,597

減価償却費 86,934

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,231

受取利息及び受取配当金 △910

支払利息 2,437

固定資産除売却損益（△は益） 79

店舗閉鎖損失 4,850

投資有価証券評価損益（△は益） 234

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,066

売上債権の増減額（△は増加） 3,383

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,312

仕入債務の増減額（△は減少） △53,537

未払金の増減額（△は減少） △6,982

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,640

その他 191

小計 349,528

利息及び配当金の受取額 910

利息の支払額 △3,262

法人税等の支払額 △213,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,954

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 △9,775

有価証券の取得による支出 △66,681

有形固定資産の除却による支出 △4,904

差入保証金の回収による収入 5,165

建設協力金の回収による収入 6,803

保険積立金の積立による支出 △1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,013

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（△は減少） 211,400

長期借入金の返済による支出 △80,006

割賦債務の返済による支出 △10,532

社債の償還による支出 △16,000

配当金の支払額 △109,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,785

現金及び現金同等物の期首残高 777,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 835,815
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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。なお、第１四半期累計期間から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きによ

り、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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
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「参考資料」 

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 

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,071,319

Ⅱ 売上原価  603,864

売上総利益  1,467,455

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,101,312

営業利益  366,142

Ⅳ 営業外収益  9,019

Ⅴ 営業外費用  11,224

経常利益  363,936

Ⅵ 特別損失  30

税引前四半期純利益  363,906

税金費用  156,274

四半期純利益  207,632

㈱ブロンコビリー（3091）平成21年12月期 第１四半期決算短信（非連結）

－10－



前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期第１四半期）

区分  金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前四半期純利益  363,906

２ 減価償却費  88,249

３ 賞与引当金の増加額  36,080

４ 販売促進費引当金の減少額 △12,834

５ 受取利息及び受取配当金 △1,175

６ 支払利息及び社債利息  4,233

７ 割賦手数料  735

８ 固定資産除却損  30

９ たな卸資産の減少額  29,161

10 売上債権の増加額 △887

11 長期前払費用の減少額  2,271

12 仕入債務の減少額 △17,789

13 未払金の減少額 △14,422

14 未払消費税等の増加額  20,321

15 その他 △21,346

小計  476,535

16 利息及び配当金の受取額  1,175

17 利息等の支払額 △4,969

18 法人税等の支払額 △300,748

営業活動によるキャッシュ・フロー  171,993

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金等の預入による支出 △6,689

２ 定期預金等の払戻による収入  150,000

３ 有形固定資産の取得による支出 △69,906

４ 無形固定資産の取得による支出 △2,685

５ 有形固定資産の除却による支出 △30

６ 差入保証金の差入による支出 △118

７ 差入保証金の返還による収入  320

８ 建設協力金の回収による収入  8,450

９ 保険積立金の積立による支出 △3,604

投資活動によるキャッシュ・フロー  75,736
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前年同四半期

（平成20年12月期第１四半期）

区分  金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額  166,660

２ 長期借入金の返済による支出 △115,674

３ 割賦未払金の支払による支出 △12,185

４ 社債の償還による支出 △16,000

５ 配当金の支払額 △132,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,799

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  137,930

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  743,780

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  881,710
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