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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5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8月期第3四半期 63,134 ― 4,639 ― △11,447 ― △6,995 ―

20年8月期第3四半期 61,232 1.1 4,330 △5.3 4,651 △14.4 2,358 △16.8

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3四半期 △136.84 ―

20年8月期第3四半期 45.67 ―

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3四半期 67,529 45,057 66.7 881.36
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3四半期  45,057百万円 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.業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値とは異なる結
果となる可能性があります。 
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3四半期 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3四半期 1,149,423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3四半期 51,123,554株 20年8月期第3四半期 51,650,518株



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発金融危機に端を発した世界経済の減速化を背景に、輸出産業

を中心に雇用情勢のさらなる悪化や企業収益の大幅減少など、景気の減速傾向が一段と強まりました。 

  外食産業におきましても、景気の先行き不安から消費者の購買意欲が依然低調に推移するなど、厳しい経営環境

が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、旬の野菜を使用した商品の開発や提供、タスクフォース

による店舗マネジメントの一層の強化、生産物流プロジェクトによるトータル・コストの見直しに継続して取り組

み、収益力の強化に努めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高631億34百万円、営業利益46億39百万円とな

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69億95百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は675億29百万円となり、前連結会計年度末と比較して35億77百万円の増加

となりました。主な要因は、繰延税金資産の増加16億93百万円などによる投資その他の資産の増加22億89百万円であ

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128億74百万円増加し、224億71百万円と

なりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して92億96百万円減少し、450億57百万円となりました。この結

果、自己資本比率は66.7％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121億90百万円の支出

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26億89百万円等により、差引き35億9百万円の支出とな

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128億14百万円の収入となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、119億61百万円となりました。 

  

 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。なお、平成21年７月７日開催の取締役会議において、来期以降におけるオーストラリアでの出店を決議いたしま

したことをお知らせします。これによる通期の業績に与える影響はありません。 

  

 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。  

  

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

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



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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,961 15,245

テナント未収入金 508 603

商品及び製品 2,588 2,970

原材料及び貯蔵品 840 399

繰延税金資産 3,934 648

その他 3,339 1,833

流動資産合計 23,172 21,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,578 17,651

機械装置及び運搬具（純額） 2,051 2,599

工具、器具及び備品（純額） 1,401 1,069

土地 5,358 5,400

建設仮勘定 323 163

有形固定資産合計 26,713 26,884

無形固定資産 251 264

投資その他の資産   

投資有価証券 1,553 769

敷金・保証金 6,766 6,496

建設協力金 4,710 5,105

繰延税金資産 1,813 120

その他 2,566 2,628

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 17,391 15,102

固定資産合計 44,356 42,251

資産合計 67,529 63,951



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,878 3,450

1年内返済予定の長期借入金 5,442 －

未払法人税等 140 1,598

賞与引当金 1,345 701

株主優待引当金 248 224

デリバティブ負債 753 －

その他 3,266 3,520

流動負債合計 14,075 9,494

固定負債   

長期借入金 8,290 －

繰延税金負債 25 43

その他 80 58

固定負債合計 8,396 102

負債合計 22,471 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 27,967 35,883

自己株式 △1,272 △1,270

株主資本合計 44,314 52,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69 △66

為替換算調整勘定 812 2,189

評価・換算差額等合計 743 2,122

純資産合計 45,057 54,354

負債純資産合計 67,529 63,951



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 63,134

売上原価 22,022

売上総利益 41,111

販売費及び一般管理費 36,471

営業利益 4,639

営業外収益  

受取利息 117

その他 17

営業外収益合計 134

営業外費用  

支払利息 58

為替差損 235

デリバティブ評価損 593

デリバティブ解約損 15,310

その他 25

営業外費用合計 16,222

経常損失（△） △11,447

特別利益  

補償金収入 66

特別利益合計 66

特別損失  

固定資産除却損 168

店舗閉店損失 146

その他 0

特別損失合計 315

税金等調整前四半期純損失（△） △11,696

法人税、住民税及び事業税 287

法人税等調整額 △4,988

法人税等合計 △4,700

四半期純損失（△） △6,995



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △11,696

減価償却費 1,959

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） 644

株主優待引当金の増減額（△は減少） 23

受取利息及び受取配当金 △117

支払利息 58

為替差損益（△は益） 109

デリバティブ評価損 593

デリバティブ解約損 15,310

固定資産除却損 168

店舗閉店損失 146

補償金収入 △66

テナント未収入金の増減額（△は増加） 94

たな卸資産の増減額（△は増加） △128

その他流動資産の増減額（△は増加） △27

買掛金の増減額（△は減少） △531

その他流動負債の増減額（△は減少） △101

その他 △191

小計 6,245

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △64

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 △3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,190



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

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 △786

有形固定資産の取得による支出 △2,689

無形固定資産の取得による支出 △42

敷金・保証金・建設協力金の支出 △416

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 584

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） △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,509

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 △2,267

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △916

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,814

現金及び現金同等物に係る換算差額 △397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,284

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 11,961



 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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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。 

  

 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



「参考資料」  

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 

前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年８月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  61,232

Ⅱ 売上原価  21,788

売上総利益  39,444

Ⅲ 販売費及び一般管理費  35,114

営業利益  4,330

Ⅳ 営業外収益  324

Ⅴ 営業外費用  3

経常利益  4,651

Ⅵ 特別利益  36

Ⅶ 特別損失  408

税金等調整前四半期純利益  4,280

税金費用  1,921

四半期純利益  2,358



前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期
（平成20年８月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  4,280

減価償却費  1,811

資産・負債の純増減額   192

法人税等の支払額 △3,547

その他   518

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,255

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

有形固定資産の純収支 △1,862

その他  △38

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,901

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

配当金の支払額  △936

自己株式の取得による支出  △972

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  206

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△348

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四半
期末残高  11,633



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

（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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