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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） 

 

(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 2,922 ― 307 ― 313 ― 182 ―

20年12月期第1四半期 2,949 4.8 300 △12.9 304 △12.9 168 △19.4

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 18.99 ―

20年12月期第1四半期 17.45 ―

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 10,395 7,619 73.3 790.78
20年12月期 11,084 7,697 69.4 798.87

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  7,619百万円 20年12月期  7,697百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

30.00 ― 30.00 60.00

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

6,945 2.2 425 △19.9 420 △22.1 201 △32.1 20.86

通期 15,720 5.8 1,965 4.9 1,985 5.3 1,076 1.5 111.66



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、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) 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 有

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 9,644,554株 20年12月期  9,644,554株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  8,524株 20年12月期  8,524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 9,636,030株 20年12月期第1四半期 9,636,030株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４ページをご覧ください。 
 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。 



 当第１四半期における我が国経済は、米国発の世界的金融危機の影響が実体経済に影響を及ぼし、雇用不安や

消費低迷など景気後退が一段と深刻化しました。 

 食品業界におきましても、消費者の消費マインド低下が加速し、低価格志向が一層強まるとともに、来店客数

の減少傾向は益々顕著となっています。 

 このような状況のなかで、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のモットーであります“We make people 

happy.”「アイスクリームを通じて人々に幸せを。」をスローガンに、消費者の嗜好に対応した新しく魅力ある

商品を提供し、業績の向上に取り組んでまいりました。 

 そして企業の継続的成長を維持するため、①既存店の売上増加、②店舗開発の継続的促進、③安全かつ安心な

商品の提供、④CSR経営の推進、この四つを経営基本方針とし、企業価値の増大に努めております。 

 営業面では、１月は、１月１日から７日間、アイスクリームの詰め合せ商品であるバラエティパックをお買い

上げの方に、お年玉アイスクリーム券をプレゼントし、フレーバーのバラエティさ・楽しさを訴求するととも

に、再来店を促進するプロモーションを実施しました。 

 また、１月８日より苺の美味しさをたっぷり味わえる“フレッシュストロベリーサンデー”プロモーションを

実施し、アイスクリーム専門店だけが提供できる商品の差別化を図りました。 

 ２月には 、バレンタインデーに因み、“LOVE×3（ラブ・ラブ・ラブ）プロモーション”として、「LOVE」を
モチーフにしたアイスクリーム3種類（ラブオントルテ、ラブストラックチーズケーキ、ラブポーションサーテ

ィワン）をフォーカスし、店頭店内をハート一色に飾りつけ、消費者の購買意欲を高めました。 

 ３月は“ひなまつり”期間限定商品や、バラエティパック・プロモーション、クレープの個店別販売促進を実

施し、毎月消費者に美味しさとともに新鮮な驚きを提供しました。 

 またコミュニケーション強化ツールとして、キャンペーン情報やお誕生日の特典など多彩な情報を配信し、サ

ーティワン・ファンの拡大と再来店頻度増を図ることを目的に、３月より携帯電話の会員サイトを立ち上げまし

た。 

 店舗開発の状況といたしましては、今年から新しいロゴの看板と店舗デザイン「Hip Hop」を導入して、店舗

イメージ刷新を図り、３月までに新しい店舗を14店開設し、店舗数は934店舗と前年に対して48店舗増加しまし

た。改装は７店実施し、既存店へも新しい店舗デザインの導入を展開しました。 

 この結果、当第１四半期の売上高はほぼ前年並みの 百万円（前年同期比0.9％減）となりました。一方、

製造原価と一般管理費の管理徹底を継続実施したことにより、営業利益は 百万円（前年同期比2.3％増）、経

常利益は 百万円（前年同期比2.9％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比8.8％増）と増加しました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は前事業年度に比べ689百万円減少の 百万円となりました。これは

主に12月と３月の売上ボリュームの差により、３月末の売掛金が減少したことによるものであります。負債

は前事業年度末に比べ611百万円減少の 百万円となりました。これは主に販売奨励金の支払による未払

金の減少と、法人税等の支払による未払法人税等の減少によるものであります。純資産は前事業年度末に比

べ77百万円減少の 百万円となりました。これは主に当期純利益は増加しましたが、配当金の支払があ

ったため、繰越利益剰余金が減少したことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて 百万円増加し 百万円とな

りました。 

 営業活動から得られた資金は、 百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が  百万円と

減価償却費が 百万円および売上債権の減少額が 百万円あったほか、未払金の減少額が 百万円と法

人税等の支払額が 百万円あったためであります。 

 投資活動に使用した資金は 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が 百万

円と長期前払費用取得による支出が 百万円および敷金及び保証金の差入による支出 百万円あったほか、

預り保証金の受入による収入が 百万円あったためであります。 

 財務活動に使用した資金は 百万円となりました。これは、配当金の支払によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,922
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313 182

２．財政状態に関する定性的情報

10,395

2,775

7,619

42 2,222

423 327

201 792 266

433

108 67

45 21

43

273



  

 業績予想につきましては、平成21年2月18日に公表いたしました「平成20年12月期決算短信（非連結）」業績

予想に変更はありません。 

   

  

  

  ①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第１四半期会計期末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒見積実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第１四半期会計期間末のたな卸資産高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地

たな卸高を基礎とした合理的な方法により算出する方法によっております。 

（退職給付費用の算定方法） 

 退職給付費用は、期首に算定した当事業年度に係る退職給付費用を期間按分して算定しております。  

  

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当事業年度の予想税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。       

  

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、主として先入先出法に基づく原価法によってお

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、主として先入先出法に基づく原価法（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り下げの方法）により算定しております。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 

  

③リース取引に関する会計基準等の適用  

 当第１四半期会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公

認会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16 

号)を早期に適用し、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

準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

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。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半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



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 2,222,155 2,180,016

受取手形 － 1,712

売掛金 1,614,645 2,405,062

製品 327,517 367,260

原材料 329,667 236,005

貯蔵品 153,780 162,609

前渡金 102,557 114,216

前払費用 107,798 70,210

繰延税金資産 77,151 97,695

未収入金 25,844 26,519

その他 38,034 63,911

貸倒引当金 △18,066 △26,134

流動資産合計 4,981,085 5,699,085

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,482,894 1,482,894

減価償却累計額 △1,043,961 △1,036,807

建物（純額） 438,932 446,086

構築物 194,308 194,308

減価償却累計額 △149,359 △148,686

構築物（純額） 44,948 45,622

機械及び装置 1,974,950 1,960,274

減価償却累計額 △1,529,563 △1,516,468

機械及び装置（純額） 445,387 443,805

賃貸店舗用設備 2,233,103 2,163,076

減価償却累計額 △1,190,421 △1,168,464

賃貸店舗用設備(純額) 1,042,681 994,612

直営店舗用設備 130,858 119,700

減価償却累計額 △69,758 △67,041

直営店舗用設備(純額) 61,100 52,658

車両運搬具 18,627 18,627

減価償却累計額 △14,485 △14,178

車両運搬具（純額） 4,142 4,448

工具、器具及び備品 511,702 506,589

減価償却累計額 △275,182 △259,132

工具、器具及び備品（純額） 236,520 247,457

土地 226,362 226,362

建設仮勘定 8,747 1,244

有形固定資産合計 2,508,823 2,462,297



（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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 310,693 335,422

電話加入権 17,065 17,065

無形固定資産合計 327,759 352,488

投資その他の資産   

投資有価証券 17,731 19,997

長期貸付金 31,281 37,870

従業員に対する長期貸付金 23,934 24,291

破産更生債権等 93,232 157,198

長期前払費用 573,068 606,059

繰延税金資産 142,724 141,558

敷金及び保証金 1,742,322 1,731,284

その他 3,220 3,220

貸倒引当金 △49,885 △150,409

投資その他の資産合計 2,577,628 2,571,072

固定資産合計 5,414,211 5,385,858

資産合計 10,395,297 11,084,944

負債の部   

流動負債   

買掛金 403,402 483,181

未払金 607,803 853,635

未払費用 22,346 22,279

未払法人税等 156,557 441,479

未払消費税等 23,289 29,960

前受金 242,844 264,511

預り金 148,804 85,050

賞与引当金 151,231 73,524

役員賞与引当金 2,000 10,000

その他 28,637 62,144

流動負債合計 1,786,916 2,325,766

固定負債   

退職給付引当金 89,901 99,877

役員退職慰労引当金 36,922 111,300

長期預り保証金 861,569 850,112

固定負債合計 988,393 1,061,289

負債合計 2,775,310 3,387,056



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 735,286 735,286

資本剰余金   

資本準備金 241,079 241,079

利益剰余金   

利益準備金 168,676 168,676

その他利益剰余金   

別途積立金 4,140,000 4,140,000

繰越利益剰余金 2,357,619 2,463,754

自己株式 △16,793 △16,793

株主資本合計 7,625,868 7,732,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △864 834

繰延ヘッジ損益 △5,016 △34,949

評価・換算差額等合計 △5,881 △34,114

純資産合計 7,619,986 7,697,888

負債純資産合計 10,395,297 11,084,944



（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 2,922,164

売上原価 1,135,138

売上総利益 1,787,025

販売費及び一般管理費 1,479,363

営業利益 307,662

営業外収益  

受取利息 281

店舗用什器売却益 6,568

その他 2,599

営業外収益合計 9,449

営業外費用  

店舗設備除去損 3,540

その他 191

営業外費用合計 3,732

経常利益 313,379

特別利益  

貸倒引当金戻入額 18,190

特別利益合計 18,190

特別損失  

固定資産廃棄損 3,707

特別損失合計 3,707

税引前四半期純利益 327,862

法人税等 144,916

四半期純利益 182,946



（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 327,862

減価償却費 201,004

店舗設備除去損 3,540

固定資産廃棄損 3,707

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,190

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,707

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △74,378

受取利息 △281

売上債権の増減額（△は増加） 792,129

破産更生債権等の増減額（△は増加） △23,672

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,089

仕入債務の増減額（△は減少） △79,779

前渡金の増減額（△は増加） 11,659

未払金の増減額（△は減少） △266,894

前受金の増減額（△は減少） △21,667

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000

その他 △12,593

小計 857,087

利息及び配当金の受取額 281

法人税等の支払額 △433,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,768

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △599

有形固定資産の取得による支出 △67,418

無形固定資産の取得による支出 △9,586

長期前払費用の取得による支出 △45,313

敷金及び保証金の差入による支出 △21,718

敷金及び保証金の回収による収入 8,357

貸付金の回収による収入 4,184

預り保証金の受入による収入 43,045

その他 △19,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,263

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △273,365

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,139

現金及び現金同等物の期首残高 2,180,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,222,155



 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。 

  

 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



「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～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 2,949,670 

Ⅱ 売上原価  1,103,740

売上総利益  1,845,930

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,545,238

営業利益  300,691

Ⅳ 営業外収益  9,017

Ⅴ 営業外費用  5,250

経常利益  304,458

Ⅵ 特別利益  6,546

Ⅶ 特別損失 12,405 

税引前四半期純利益  298,599

税金費用  130,488

四半期純利益  168,111
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