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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,173 △7.4 7 △78.8 2 △90.8 △33 ―

21年3月期第1四半期 4,505 ― 35 ― 30 ― 16 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.06 ―

21年3月期第1四半期 1.03 ―

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

22年3月期第1四半期 13,068 3,589 27.4 223.79
21年3月期 13,272 3,601 27.1 224.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,589百万円 21年3月期  3,601百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

9,507 2.1 341 7.0 316 4.9 258 12.1 16.05

通期 18,868 5.2 453 22.6 402 17.5 263 △54.3 16.39
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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、3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、3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 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,114,000株 21年3月期  16,114,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  75,254株 21年3月期  75,194株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 16,038,784株 21年3月期第1四半期 16,083,846株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績の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。 
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当第１四半期累計期間(2009年4月1日から2009年6月30日まで)におけるわが国経済は、世界的な金融危
機の影響や世界景気の下振れ懸念、雇用情勢の一層の悪化等により依然として厳しい状況で推移いたしま
した。 
 外食産業におきましては、雇用・所得環境の悪化などから、消費者マインドが低下し、依然として厳し
い状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社は「おいしい料理」「心のこもったサービス」「清潔なお店」で、お客様
に満足していただくことを基本に「アメニティレストラン＝居心地の良いレストラン」づくりに全力で取
り組んでまいりました。また、「パスタならジョリーパスタ」をテーマとし、春のグランドメニューで
は、パスタ専門店としてパスタバリエーションを増やすと共に、リーズナブルな価格に改訂するなど、主
力であるジョリーパスタブランドの強化を積極的に推進しました。 
 当第１四半期会計期間末の店舗数につきましては、その他業態1店舗を新規出店した結果、ジョリーパ
スタが217店舗、フラカッソが28店舗、その他が8店舗、合計253店舗となりました。 
 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高41億73百万円(前年同期比7.4％減)、営業利益7百
万円(同78.8％減)、経常利益2百万円(同90.8％減)、四半期純損失33百万円(前年同期四半期純利益は16百
万円)となりました。 
  

当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の減少2億41百万円、敷金・差入保証金
の減少64百万円及び有形固定資産の増加1億50百万円により、130億68百万円となりました。 
 負債は、借入金の減少1億77百万円等により、94億78百万円となりました。 
 純資産は、四半期純損失33百万円等により、35億89百万円となりました。 
  

2010年3月期の業績につきましては、概ね予定通り推移しているため、2009年5月12日発表の業績予想に
変更はありません。 

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ので、前事業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。 

  

①前第１四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めてい
た「未収消費税等の減少額」は重要性が増加したため、当第１四半期累計期間より区分掲記することと
しました。 
 なお、前第１四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未
収消費税等の減少額」は8,025千円であります。 
②前第１四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の回

収による収入」は重要性が減少したため、当第１四半期累計期間より「投資活動によるキャッシュ・フ
ロー」の「その他」に含めることとしました。 
 なお、当第１四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「敷
金及び保証金の回収による収入」は2,972千円であります。 

  

  

・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. 財政状態に関する定性的情報

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 
(2009年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 302,223 543,677

売掛金 81,138 86,354

商品及び製品 66,883 64,287

原材料及び貯蔵品 113,488 119,690

関係会社短期貸付金 92,857 46,074

その他 818,689 899,536

貸倒引当金 △849 △1,027

流動資産合計 1,474,431 1,758,594

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,324,904 2,235,223

土地 2,986,997 2,986,997

その他（純額） 1,148,483 1,087,967

有形固定資産合計 6,460,384 6,310,188

無形固定資産 223,483 235,884

投資その他の資産   

敷金 2,238,102 2,240,690

差入保証金 1,515,909 1,577,850

その他 1,177,021 1,170,740

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 4,910,033 4,968,281

固定資産合計 11,593,901 11,514,354

資産合計 13,068,333 13,272,948

負債の部   

流動負債   

買掛金 417,107 444,462

短期借入金 3,850,000 3,850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,465,608 1,579,834

未払金 209,090 180,324

未払費用 609,975 491,849

未払法人税等 38,615 127,889

賞与引当金 45,567 121,732

その他 218,174 188,886

流動負債合計 6,854,138 6,984,979

固定負債   

長期借入金 1,805,130 1,868,740

退職給付引当金 202,816 212,737

その他 616,862 604,534

固定負債合計 2,624,808 2,686,012

負債合計 9,478,947 9,670,991
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(2009年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,958,080 2,958,080

資本剰余金 330,768 330,768

利益剰余金 309,673 342,678

自己株式 △44,369 △44,339

株主資本合計 3,554,152 3,587,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,233 14,769

評価・換算差額等合計 35,233 14,769

純資産合計 3,589,385 3,601,956

負債純資産合計 13,068,333 13,272,948
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 2008年4月１日 
 至 2008年6月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2009年4月１日 
 至 2009年6月30日) 

売上高 4,505,369 4,173,631

売上原価 1,351,213 1,242,990

売上総利益 3,154,156 2,930,641

販売費及び一般管理費 3,118,507 2,923,096

営業利益 35,648 7,544

営業外収益   

受取利息 5,949 5,252

受取配当金 3,399 2,404

賃貸収入 41,607 45,025

その他 7,090 3,228

営業外収益合計 58,047 55,910

営業外費用   

支払利息 28,610 25,991

賃貸収入原価 33,014 31,562

その他 1,989 3,126

営業外費用合計 63,613 60,680

経常利益 30,082 2,774

特別利益   

固定資産売却益 795 －

受取補償金 897 －

投資有価証券売却益 4,135 －

その他 392 －

特別利益合計 6,220 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 5,802 －

固定資産除却損 － 84

投資有価証券評価損 － 8,669

その他 1,180 －

特別損失合計 6,982 8,754

税引前四半期純利益 29,320 △5,980

法人税、住民税及び事業税 27,787 27,116

法人税等調整額 △14,996 △92

法人税等合計 12,790 27,024

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,530 △33,004
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 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 2008年4月１日 
 至 2008年6月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2009年4月１日 
 至 2009年6月30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又は税引前四半期純損失
（△）

29,320 △5,980

減価償却費 80,714 116,238

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △178

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,409 △76,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,174 △9,921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,550 －

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △795 －

有形及び無形固定資産除却損 － 84

受取利息及び受取配当金 △9,349 △7,656

支払利息 28,610 25,991

店舗閉鎖損失 5,802 －

投資有価証券売却損益（△は益） △4,135 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,669

売上債権の増減額（△は増加） 10,817 5,215

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,925 3,606

仕入債務の増減額（△は減少） △100,002 △27,355

未払人件費の増減額（△は減少） △23,844 △8,833

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,346 21,588

未収消費税等の増減額（△は増加） － 170,630

その他 160,043 101,239

小計 149,308 317,172

利息及び配当金の受取額 3,852 2,425

利息の支払額 △27,593 △24,886

法人税等の支払額 △53,898 △108,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,668 186,108

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △52,461 △179,027

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,697 －

投資有価証券の取得による支出 △32 △34

投資有価証券の売却による収入 9,100 －

敷金及び保証金の差入による支出 △86 △649

敷金及び保証金の回収による収入 97,221 －

貸付金の回収による収入 19 －

その他の支出 △231 6,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,226 △172,738

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △200,000 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △613,302 △477,836

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,294 △30,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △818,596 △208,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △691,701 △194,671

現金及び現金同等物の期首残高 2,061,999 589,752

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,370,297 395,080
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 
  
  
  

  

(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

6. その他の情報
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