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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 3,629 ― △35 ― 115 ― 110 ―

20年12月期第1四半期 3,874 △3.2 42 △32.4 △223 ― △269 ―

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 12.93 12.93
20年12月期第1四半期 △37.99 ―

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 11,274 5,939 52.5 589.58
20年12月期 11,181 5,357 47.8 752.02

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  5,922百万円 20年12月期  5,342百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,558 ― 115 ― 252 ― 168 ― 18.25

通期 15,712 △4.6 343 25.0 455 ― 287 ― 29.90
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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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４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 

 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。 
 上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、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。 

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12月期第1四半期 10,052,600株 20年12月期  7,111,400株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  7,755株 20年12月期  7,593株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期  8,574,376株 20年12月期第1四半期 7,103,967株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的
な金融危機の拡大により、百年に一度といわれる未曾有の景気の後退を受け、過去に経験の無いほどの激
しい落ち込みを見せております。  
 外食産業におきましても、雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込み等、厳しい状況で推移いたしました。 
 こうした中、当社グループは、今後も続くと思われる厳しい経営環境下においても持続的な収益成長を
可能とする事業基盤の確立を目指し、当社グループの成長を支える優秀な人材の登用や教育システムの整
備、不振店・新店の業績向上、価格の見直し、メニューの改善、コストの削減など、積極的に取り組んで
まいりました。  
 当第１四半期連結会計期間における出店は、東京都豊島区に「表参道シュークリング」の第２号店と
「デカダンス ドュ ショコラ “トゥレジュール”」 の２店舗を３月にオープン致しました。  
 以上により、当第１四半期連結会計期間末の総店舗数は65店舗となりました。  
 当第１四半期連結会計期間における売上高は、36億29百万円（前年同期比6.3％減）となりました。売
上高をコンセプト（営業形態）別にみると「ラ・ボエム」は10億97百万円（同6.6％減）、「ゼスト」は
３億53百万円（同6.4％減）、「モンスーンカフェ」は８億26百万円（同2.5％減）、「権八」は７億１百
万円（同21.1％減）、「ディナーレストラン」は２億20百万円（同4.2％減）、「フードコロシアム」は
２億39百万円（同12.4％増）、「その他」は１億91百万円（同34.9％増）となりました。既存店売上高に
つきましては、前第１四半期連結会計期間比8.2％の減収となりました。  
 利益につきましては、営業損失35百万円（前第１四半期連結会計期間は営業利益42百万円）、経常利益
は為替差益を１億68百万円計上したことなどにより１億15百万円、四半期純利益は１億10百万円となりま
した。 
 なお、前年同期比につきましては、参考として記載しております。  
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して92百万円増加し、112億74百万
円となりました。財務面におきましては、平成21年１月29日開催の当社取締役会に基づき、平成21年２月
13日を払込期日とする総額５億円の第三者割当増資を実施し、自己資本の充実及び財務体質の強化を図っ
ております。 
 流動資産は前連結会計年度末と比較して91百万円減少し、17億38百万円となりました。主な変動要因
は、売掛金が81百万円、原材料及び貯蔵品が43百万円それぞれ減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末と比較して１億84百万円増加し、95億36百万円となりました。主な変動要
因は、マカオの出店等にともなう建設仮勘定が１億67百万円増加したことによるものであります。 
 流動負債は前連結会計年度末と比較して１億77百万円減少し、38億66百万円となりました。主な変動要
因は、未払法人税等が１億31百万円減少したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末と比較して３億11百万円減少し、14億68百万円となりました。主な変動要
因は、長期借入金が３億13百万円減少したことなどによるものであります。  
純資産は前連結会計年度末と比較して５億81百万円増加し、59億39百万円となりました。主な変動要因
は、資本金及び資本剰余金がそれぞれ２億50百万円増加したことなどによるものであります。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 
当第1四半期連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年
度末と比較して６百万円増加し、５億26百万（前年同期比1.3％増）となりました。 
 当連結会計年度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） 
 税金等調整前四半期純利益１億４百万円、減価償却費１億43百万円、為替差益１億68百万円、たな卸資
産の減額39百万円、法人税等の納付１億19百万円などにより、営業活動による資金は、93百万円のマイナ
スとなりました。 
（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１億87百万円、定期預金への預入１億80百万円、定期預金の払い戻しに
よる収入２億10百万円などにより、投資活動による資金は、１億61百万円のマイナスとなりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 短期借入金１億50百万円の増加、長期借入金３億51百万円の返済を実施したことなどにより、財務活動
により得られた資金は、２億60百万円となりました。 
  

平成21年12月期の連結業績予想につきましては、前回発表時（平成21年２月10日）に公表いたしました
業績予想を修正しております。その内容に関しましては、本日付発表の「為替差益の計上及び業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
  

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
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該当事項はありません。 
  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ため、前連結会計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。 
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
 該当する事項はありません。 

  

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。 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）     
当第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）を適
用し、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。この評価に伴う損益に与える影響はありません。 

  （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）     
当第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
取り扱い」（実務対応報告第18号）を適用しております。これによる損益へ与える影響はありません。 

  
  

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 
 （簡便な会計処理）

(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 
 （四半期財務諸表に関する会計基準等の適用）
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 837,607 860,613 

受取手形及び売掛金 373,639 454,914 

原材料及び貯蔵品 193,329 236,986 

前払費用 143,902 163,645 

繰延税金資産 78,848 61,120 

その他 111,050 52,960 

流動資産合計 1,738,378 1,830,241 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,610,240 10,494,768 

減価償却累計額 △5,760,450 △5,658,553 

減損損失累計額 △1,232,961 △1,193,824 

建物及び構築物（純額） 3,616,828 3,642,390 

車両運搬具 10,741 10,188 

減価償却累計額 △10,504 △9,933 

車両運搬具（純額） 237 255 

工具、器具及び備品 1,996,686 2,046,858 

減価償却累計額 △1,592,864 △1,617,602 

減損損失累計額 △30,353 △30,740 

工具、器具及び備品（純額） 373,468 398,515 

土地 3,039,989 2,957,335 

建設仮勘定 345,390 177,974 

有形固定資産合計 7,375,913 7,176,471 

無形固定資産   

電話加入権 10,575 10,575 

ソフトウエア 66,647 69,591 

ソフトウエア仮勘定 － 1,186 

その他 582 602 

無形固定資産合計 77,804 81,955 

投資その他の資産   

投資有価証券 9,148 10,551 

長期前払費用 19,238 21,022 

繰延税金資産 288,247 298,211 

差入保証金 1,765,729 1,763,064 

投資その他の資産合計 2,082,364 2,092,850 

固定資産合計 9,536,082 9,351,276 

資産合計 11,274,460 11,181,518 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 533,293 563,451 

短期借入金 1,210,000 1,060,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,218,800 1,256,512 

未払金 130,538 173,437 

未払費用 525,511 719,496 

預り金 53,836 31,019 

未払法人税等 9,869 141,151 

未払消費税等 98,476 82,877 

店舗閉鎖損失引当金 25,000 － 

その他 61,664 16,107 

流動負債合計 3,866,991 4,044,053 

固定負債   

長期借入金 1,419,600 1,733,000 

退職給付引当金 32,018 30,484 

店舗閉鎖損失引当金 16,500 16,000 

固定負債合計 1,468,118 1,779,484 

負債合計 5,335,109 5,823,537 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,472,118 1,222,116 

資本剰余金 2,127,118 1,877,116 

利益剰余金 2,544,677 2,469,347 

自己株式 △9,670 △9,645 

株主資本合計 6,134,243 5,558,935 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,219 4,051 

為替換算調整勘定 △215,263 △220,759 

評価・換算差額等合計 △212,044 △216,708 

新株予約権 17,151 15,753 

純資産合計 5,939,350 5,357,980 

負債純資産合計 11,274,460 11,181,518 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

売上高 3,629,908

売上原価 3,329,211

売上総利益 300,697

販売費及び一般管理費  

信販手数料 32,474

役員報酬 7,350

給料及び手当 172,313

賞与 5,654

地代家賃 14,858

その他 103,942

販売費及び一般管理費合計 336,593

営業損失（△） △35,896

営業外収益  

受取利息 122

為替差益 168,243

その他 5,408

営業外収益合計 173,774

営業外費用  

支払利息 14,032

株式交付費 2,702

その他 5,860

営業外費用合計 22,595

経常利益 115,282

特別利益  

訴訟和解金 33,398

特別利益合計 33,398

特別損失  

固定資産除却損 19,387

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,000

特別損失合計 44,387

税金等調整前四半期純利益 104,293

法人税、住民税及び事業税 637

法人税等調整額 △7,192

法人税等合計 △6,555

四半期純利益 110,848
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 104,293

減価償却費 143,126

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,533

受取利息及び受取配当金 △122

支払利息 14,032

為替差損益（△は益） △168,243

株式交付費 2,702

有形固定資産除却損 19,387

売上債権の増減額（△は増加） 79,778

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,858

仕入債務の増減額（△は減少） △25,777

その他 △168,457

小計 42,113

利息及び配当金の受取額 122

利息の支払額 △16,247

法人税等の支払額 △119,555

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,567

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 △187,431

定期預金の預入による支出 △180,047

定期預金の払戻による収入 210,004

差入保証金の差入による支出 △3,142

差入保証金の回収による収入 572

その他 △1,443

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,487

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） 150,000

長期借入金の返済による支出 △351,112

配当金の支払額 △35,591

株式の発行による収入 497,301

自己株式の取得による支出 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,951

現金及び現金同等物の期首残高 519,905

現金及び現金同等物の四半期末残高 526,856
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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１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

事業の種類別セグメント情報は、すべての事業がレストラン経営を主とする飲食事業であるめ記載を
省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】   
  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも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。 
  

【海外売上高】  
  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

当社は、平成21年１月29日の取締役会において第三者割り当てによる新株式発行の決議をおこない、
払込期日である平成21年２月13日までに払込が完了しました。この結果、資本金、資本剰余金がそれぞ
れ２億50百万円ずつ増加し、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が14億72百万円、資本剰余
金が21億27百万円となっております。 

  

(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】

(6) 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）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年３月31日)

金額（千円）
百分比 

（％）

Ⅰ 売上高 3,874,177 100.0

Ⅱ 売上原価 3,510,838 90.6

   売上総利益 363,339 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 321,043 8.3

   営業利益 42,296 1.1

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 2,075

 2. その他 5,472

  営業外収益合計 7,548 0.2

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 18,275

 2. 為替差損 253,976

 3. その他 686

  営業外費用合計 272,939 7.1

   経常損失（△） △223,094 △5.8

 税金等調整前四半期純損失(△)     △223,094 △5.8

 法人税、住民税及び事業税 6,255 0.2

 法人税等調整額 40,523 1.0

   四半期純損失(△) △269,873 △7.0
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(2) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年３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損失(△) △223,094

     減価償却費 165,265

     退職給付引当金の増減額 △1,457

     受取利息及び受取配当金 △2,325

     支払利息 18,275

     為替差損益 253,976

     売上債権の増減額 86,974

     たな卸資産の増減額 60,304

     仕入債務の増減額 △142,456

     その他 △69,810

    小計 145,653

     利息及び配当金の受取額 4,122

     利息の支払額 △22,786

     法人税等の支払額 △141,769

  営業活動によるキャッシュ・フロー △14,780

Ⅱ 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 △255,474

     定期預金の払戻による収入 390,000

     有形固定資産の取得による支出 △81,607

     保証金の差入による支出 △37,496

     その他 △2,226

  投資活動によるキャッシュ・フロー 13,194

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

     短期借入金増減額 350,000

     長期借入金の返済による支出 △464,812

     自己株式の取得による支出 △10

     配当金の支払額 △35,519

  財務活動によるキャッシュ・フロー △150,341

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,802

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △161,730

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 525,815

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 364,084
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