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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10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9月期第2四半期 5,272 ― 581 ― 574 ― 304 ―

20年9月期第2四半期 5,048 51.5 503 ― 500 784.1 261 315.4

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9月期第2四半期 4,077.79 ―

20年9月期第2四半期 3,457.40 ―

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9月期第2四半期 8,660 3,359 38.4 45,208.41
20年9月期 7,897 3,295 41.3 43,090.29

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  3,324百万円 20年9月期  3,264百万円

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  有  
 

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9月期 ― ― ― 796.00 796.00

21年9月期 ― ―

21年9月期 
（予想）

― 1,009.00 1,009.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  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

通期 10,073 2.1 820 16.9 794 18.1 371 23.0 4,968.98
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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  
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) 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） 

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。 

(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．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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ 
  いては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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9月期第2四半期 75,768株 20年9月期  75,768株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  2,233株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 74,714株 20年9月期第2四半期 75,768株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国に端を発した世界的な金融危機が実体経済に深刻な影響

を及ぼし、米国をはじめとした海外経済の減速や円高基調の為替水準により、企業収益は急速に悪化し、雇用や所得

の不安の高まりから個人消費が低迷する等、景気後退が更に強まっております。 

 レストラン業界における顧客の消費動向は、このような経済状況により、より価格に対する価値が明確で安心感の

あるレストランに集約される傾向にあり、ブランドを確立している当社グループの各レストランにおいてはむしろ

「追い風」の状況であります。 

 このような状況の中、当社グループは、各レストランの潜在能力及び可能性を 大限に発揮すべく各種施策を実施

し、安定した集客機会の確保を目指してまいりました。「レストランにおけるウエディングの原点啓蒙」や「ワイン

プライス革命」、「ケータリングの推進」、「送客チャネルの拡大」、「会員組織の活動推進」等、「追い風」の状

況の中、順調に推移しております。 

 これらの結果、売上高5,272百万円（前年同期比4.4％増、当初予想比3.4％増）、営業利益581百万円（同15.4％

増、32.5％増）、経常利益574百万円（同15.0％増、35.2％増）、当期純利益304百万円（同16.3％増、56.5％増）と

なり、当初予想を上回る成績を収めることができました。 

※前年同期比は参考として記載しております。  

  

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前連結会計年度末に比べ763百万円増加し、8,660百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が679百万円増加したこと、及びワインを中心とした原材料が169百万円増加したこと等によ

るものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ699百万円増加し、5,301百万円となりました。これは主に、有利子負債が918

百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、3,359百万円となりました。これは主に、利益剰余金が244百万

円増加した一方で、自己株式の取得による減少128百万円及び為替換算調整勘定の減少56百万円によるものでありま

す。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ779百万円増加し、1,754百万円となりました。当第２四半期連結累計期間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、獲得した資金は118百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益が548百万

円、一方で主な減少項目は、法人税等の支払額が267百万円及びたな卸資産の増加が185百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、支出した資金は44百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入100百万円が

あった一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が132百万円となったこと、及び敷金及び保証金の差入によ

る支出が12百万円となったことによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は726百万円となりました。これは主に、金融機関からの借入れによる収入が800百

万円、社債の発行による収入が197百万円となった一方で、自己株式の取得による支出が128百万円となったことによ

るものであります。 

  

 平成21年９月期通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績が前回発表予想を上回って推

移しており、今後も同様の推移が見込まれることから、本日公表しました「平成21年９月期第２四半期累計期間（連

結・個別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高10,073百

万円（前回発表予想比1.7％増）、営業利益820百万円（同18.9％増）、経常利益794百万円（同20.0％増）、当期純

利益371百万円（同19.2％増）とさせていただきます。 

 また、平成21年９月30日を基準日とする剰余金の配当につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び当期

の業績予想等を総合的に勘案し、本日公表しました「平成21年９月期 配当予想の修正に関するお知らせ」のとお

り、１株当たりの配当金を1,009円00銭（前期比26.8％増）とさせていただきます。なお、総還元性向30％超を目標

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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として今後も自己株式取得を推進してまいります。 

  

該当事項はありません。  

  

１．たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切り下げを行う方法によっております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算出しております。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

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．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、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）に変更しております。 

 なお、この変更による営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響はありません。 

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日以後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。 

 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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、取引開始日が適用初年度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。 

 これにより営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に与える影響は軽微であります。 

４．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扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益に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

（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
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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２四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,784,569 1,104,872

売掛金 335,197 354,318

原材料 934,174 764,937

貯蔵品 38,982 36,280

繰延税金資産 53,942 59,324

その他 159,251 158,035

貸倒引当金 △793 △1,935

流動資産合計 3,305,324 2,475,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,649,528 3,556,730

減価償却累計額 △455,193 △404,975

建物及び構築物（純額） 3,194,335 3,151,754

機械装置及び運搬具 51,149 52,454

減価償却累計額 △47,873 △47,850

機械装置及び運搬具（純額） 3,276 4,604

工具、器具及び備品 1,244,906 1,229,698

減価償却累計額 △800,090 △757,780

工具、器具及び備品（純額） 444,816 471,917

リース資産 33,100 －

減価償却累計額 △2,758 －

リース資産（純額） 30,341 －

土地 299,273 299,273

建設仮勘定 4,063 53,690

有形固定資産合計 3,976,106 3,981,241

無形固定資産   

のれん 264,514 302,302

その他 16,400 18,817

無形固定資産合計 280,915 321,119

投資その他の資産   

投資有価証券 1,559 1,642

繰延税金資産 66,243 80,719

敷金及び保証金 905,697 905,405

その他 144,193 151,961

貸倒引当金 △22,054 △20,863

投資その他の資産合計 1,095,639 1,118,864

固定資産合計 5,352,662 5,421,225
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（単位：千円）

当第２四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９月30日) 

繰延資産   

社債発行費 2,155 －

繰延資産合計 2,155 －

資産合計 8,660,142 7,897,059

負債の部   

流動負債   

買掛金 616,813 646,454

短期借入金 1,500,000 900,000

1年内償還予定の社債 28,000 28,000

1年内返済予定の長期借入金 134,332 94,332

未払金 114,488 152,447

未払費用 219,870 221,833

未払法人税等 231,000 277,000

未払消費税等 34,681 118,422

前受金 333,477 363,770

その他 83,466 93,713

流動負債合計 3,296,128 2,895,973

固定負債   

社債 500,000 314,000

長期借入金 1,464,170 1,371,336

リース債務 24,060 －

その他 16,656 20,325

固定負債合計 2,004,886 1,705,661

負債合計 5,301,015 4,601,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 974,715 974,715

資本剰余金 765,925 765,925

利益剰余金 1,637,300 1,392,944

自己株式 △128,467 －

株主資本合計 3,249,473 3,133,584

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49 －

為替換算調整勘定 74,976 131,280

評価・換算差額等合計 74,927 131,280

新株予約権 34,726 30,558

純資産合計 3,359,126 3,295,424

負債純資産合計 8,660,142 7,897,059
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,272,662

売上原価 2,425,418

売上総利益 2,847,243

販売費及び一般管理費 ※1  2,265,564

営業利益 581,679

営業外収益  

受取利息 1,059

協賛金収入 4,958

その他 9,406

営業外収益合計 15,425

営業外費用  

支払利息 19,512

為替差損 2,729

その他 72

営業外費用合計 22,314

経常利益 574,790

特別損失  

店舗閉鎖損失 26,380

特別損失合計 26,380

税金等調整前四半期純利益 548,409

法人税、住民税及び事業税 223,851

法人税等調整額 19,890

法人税等合計 243,742

四半期純利益 304,667
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,310,590

売上原価 1,089,950

売上総利益 1,220,639

販売費及び一般管理費 ※1  1,089,884

営業利益 130,755

営業外収益  

受取利息 652

協賛金収入 2,345

業務受託手数料 2,500

その他 2,579

営業外収益合計 8,076

営業外費用  

支払利息 10,175

為替差損 3,444

その他 63

営業外費用合計 13,683

経常利益 125,149

税金等調整前四半期純利益 125,149

法人税、住民税及び事業税 68,337

法人税等調整額 10,347

法人税等合計 78,685

四半期純利益 46,464

8

株式会社ひらまつ（2764） 
平成21年９月期　第２四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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 548,409

減価償却費 130,360

のれん償却額 37,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48

受取利息及び受取配当金 △1,059

支払利息 19,512

株式報酬費用 4,167

店舗閉鎖損失 26,380

売上債権の増減額（△は増加） 3,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △185,895

仕入債務の増減額（△は減少） △10,019

未払金の増減額（△は減少） △29,578

未払費用の増減額（△は減少） △31,673

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,000

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,144

前受金の増減額（△は減少） △30,351

その他 1,670

小計 398,721

利息及び配当金の受取額 1,059

利息の支払額 △13,033

法人税等の支払額 △267,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,896

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △132,358

敷金及び保証金の差入による支出 △12,644

敷金及び保証金の回収による収入 220

貸付けによる支出 △700

貸付金の回収による収入 687

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,795

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） 600,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △67,166

社債の発行による収入 197,782

社債の償還による支出 △14,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,631

自己株式の取得による支出 △128,467

配当金の支払額 △58,585

財務活動によるキャッシュ・フロー 726,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 779,697

現金及び現金同等物の期首残高 974,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,754,569
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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。 

  

 当社グループは、料理飲食店として同一セグメントの事業を行っており、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。 

  

 日本の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90%を超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。  

  

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

  

 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）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
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「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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        5,048  100.0

Ⅱ 売上原価        2,240  44.4

売上総利益        2,807  55.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,304  45.6

営業利益        503  10.0

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1            

２．協賛金  4            

３．業務委託料収入  2            

４．広告料収入  6            

５．その他  4  19  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  19            

２．為替差損  3            

３．その他  0  23  0.5

経常利益        500  9.9

Ⅵ 特別利益                  

１．－ － －  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．特別退職金  7  7  0.1

税金等調整前中間純利益        492  9.8

法人税、住民税及び事業
税  236            

法人税等調整額 △5  230  4.6

少数株主利益       －      

中間純利益        261  5.2
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（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10月１日 
至 平成20年３月31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  492

減価償却費  148

のれん償却額  37

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  0

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息  19

株式報酬費用  8

売上債権の増減額 
（増加：△） 

△52

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△40

その他の流動資産の増減
額（増加：△）  31

買掛金の増減額 
（減少：△） 

△152

未払金の増減額 
（減少：△） 

△59

未払費用の増減額 
（減少：△） 

△28

前受金の増減額 
（減少：△）  3

その他  11

小計  418

利息及び配当金の受取額  1

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △151

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  248

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

有形・無形固定資産の取
得による支出 

△174

差入敷金・保証金の差入
による支出 

△94

差入敷金・保証金の返戻
による収入  0

貸付による支出 △0

貸付金の回収による収入  1

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△267
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前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）

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 △500

長期借入れによる収入  580

長期借入金の返済による
支出 

△590

社債償還による支出 △14

配当金の支払額 △63

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△587

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

△608

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,394

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 785
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 前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社グループは、料理飲食店として同一セグメントの事業を行っており、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。 

  

 前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 日本の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90%を超であるため、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10月１日 至 平成20年３月31日） 

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

  

（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〕
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