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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 7,834 ― 897 ― 880 ― 481 ―
20年9月期第3四半期 7,521 31.7 678 136.9 684 106.7 399 56.1

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3四半期 6,521.59 ―
20年9月期第3四半期 5,271.91 ―

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3四半期 8,067 3,200 39.2 47,050.13
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3四半期  3,165百万円 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  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  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 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3四半期 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3四半期  8,481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3四半期 73,840株 20年9月期第3四半期 75,768株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府が進める経済政策を下支えとした個人消費の持ち直し

や、在庫調整の進展による一部産業の輸出や生産の下げ止まり等、昨年秋以降急速に悪化した景気は底打ちの兆しが

見え始めました。しかしながら、多くの企業の収益悪化や雇用情勢の停滞等、景気の先行きへの不透明感は強く、依

然として厳しい状況が続いております。 

 このような経済状況においてレストラン業界における顧客の消費動向は、対価に対しより信頼のおける安心感のあ

るレストランに集約される傾向にあり、レストランブランドの確立を目指してきた当社グループにとりましては、む

しろ好機を迎えていると言えます。この好機を捉え、「会員組織の活動推進」、「ケータリングの推進」、「レスト

ランにおけるウエディングの原点啓蒙」等、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。 

 これらの結果、売上高7,834百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益897百万円（同32.3％増）、経常利益880百万

円（同28.6％増）、四半期純利益481百万円（同20.6％増）となり、業績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３四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170百万円増加し、8,067百万円となりました。こ

れは主にワインを中心とした原材料が170百万円増加したこと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265百万円増加し、4,867百万円となりました。これは主に、有利子負債が647

百万円増加した一方で、買掛金が102百万円、未払法人税等が97百万円、未払消費税等が74百万円それぞれ減少した

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94百万円減少し、3,200百万円となりました。これは主に、利益剰余金が421百万

円増加した一方で、自己株式の取得による減少470百万円及び為替換算調整勘定の減少50百万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３四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285百万円増加し、1,260百万円となりました。当第３四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275百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益が854百万

円、一方で主な減少項目は、法人税等の支払額が451百万円及びたな卸資産の増加が184百万円であります。 

 （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55百万円となりました。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136百万円となったこと、及び敷金及び保証金の差入によ

る支出が19百万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82百万円となりました。これは主に、金融機関からの借入れによる収入が500百

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470百万円となったことによ

るものであります。 

  

 今後の見通しにつきましては、当第３四半期連結累計期の実績が業績予想を上回って推移しており、今後も同様の

推移が見込まれますが、今後の経済状況は未だ不確定であるため現時点では敢えて変更せず、平成21年５月14日に公

表しました「平成21年９月期 第２四半期決算短信」のとおり、売上高10,073百万円、営業利益820百万円、経常利

益794百万円、当期純利益371百万円とさせていただきます。 

  

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

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）
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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。 

（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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,290,051 1,104,872

売掛金 296,366 354,318

原材料 935,515 764,937

貯蔵品 36,953 36,280

繰延税金資産 51,263 59,324

その他 166,240 158,035

貸倒引当金 △796 △1,935

流動資産合計 2,775,595 2,475,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,649,773 3,556,730

減価償却累計額 △484,311 △404,975

建物及び構築物（純額） 3,165,462 3,151,754

機械装置及び運搬具 51,211 52,454

減価償却累計額 △48,313 △47,850

機械装置及び運搬具（純額） 2,898 4,604

工具、器具及び備品 1,244,633 1,229,698

減価償却累計額 △822,819 △757,780

工具、器具及び備品（純額） 421,814 471,917

リース資産 33,100 －

減価償却累計額 △4,413 －

リース資産（純額） 28,686 －

土地 299,273 299,273

建設仮勘定 12,190 53,690

有形固定資産合計 3,930,326 3,981,241

無形固定資産   

のれん 245,620 302,302

その他 15,213 18,817

無形固定資産合計 260,834 321,119

投資その他の資産   

投資有価証券 3,070 1,642

繰延税金資産 65,539 80,719

敷金及び保証金 912,657 905,405

その他 139,780 151,961

貸倒引当金 △22,078 △20,863

投資その他の資産合計 1,098,969 1,118,864

固定資産合計 5,290,130 5,421,225
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,970 －

繰延資産合計 1,970 －

資産合計 8,067,696 7,897,059

負債の部   

流動負債   

買掛金 544,098 646,454

短期借入金 1,200,000 900,000

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 124,191 152,447

未払費用 176,980 221,833

未払法人税等 180,000 277,000

未払消費税等 43,933 118,422

前受金 345,916 363,770

その他 87,513 93,713

流動負債合計 2,864,965 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 22,438 －

その他 15,534 20,325

固定負債合計 2,002,142 1,705,661

負債合計 4,867,108 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 1,814,189 1,392,944

自己株式 △470,233 －

株主資本合計 3,084,596 3,133,584

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 847 －

為替換算調整勘定 80,418 131,280

評価・換算差額等合計 81,265 131,280

新株予約権 34,726 30,558

純資産合計 3,200,588 3,295,424

負債純資産合計 8,067,696 7,897,059
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,834,852

売上原価 3,595,059

売上総利益 4,239,793

販売費及び一般管理費 3,342,772

営業利益 897,021

営業外収益  

受取利息 1,152

協賛金収入 7,303

広告料収入 5,477

その他 10,972

営業外収益合計 24,905

営業外費用  

支払利息 29,995

為替差損 10,709

その他 352

営業外費用合計 41,056

経常利益 880,869

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 854,489

法人税、住民税及び事業税 350,274

法人税等調整額 22,659

法人税等合計 372,933

四半期純利益 481,555
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,562,190

売上原価 1,169,640

売上総利益 1,392,549

販売費及び一般管理費 1,077,207

営業利益 315,341

営業外収益  

受取利息 92

協賛金収入 2,345

業務受託手数料 1,250

広告料収入 3,948

その他 1,844

営業外収益合計 9,480

営業外費用  

支払利息 10,482

為替差損 7,979

その他 280

営業外費用合計 18,742

経常利益 306,079

税金等調整前四半期純利益 306,079

法人税、住民税及び事業税 126,422

法人税等調整額 2,768

法人税等合計 129,190

四半期純利益 176,888
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 854,489

減価償却費 189,566

のれん償却額 56,681

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76

受取利息及び受取配当金 △1,152

支払利息 29,995

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） 42,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △184,557

仕入債務の増減額（△は減少） △85,833

未払金の増減額（△は減少） △19,756

未払費用の増減額（△は減少） △75,065

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

4,600

未払消費税等の増減額（△は減少） △72,892

前受金の増減額（△は減少） △17,928

その他 △719

小計 750,885

利息及び配当金の受取額 1,152

利息の支払額 △24,352

法人税等の支払額 △451,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,810

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

有形固定資産の取得による支出 △136,954

敷金及び保証金の差入による支出 △19,499

敷金及び保証金の回収による収入 320

貸付けによる支出 △700

貸付金の回収による収入 1,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,787

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） 300,000

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 △4,308

自己株式の取得による支出 △470,233

配当金の支払額 △59,142

財務活動によるキャッシュ・フロー 82,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285,179

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 1,260,051
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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10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  7,521

Ⅱ 売上原価  3,415

売上総利益  4,106

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,428

営業利益  678

Ⅳ 営業外収益  29

１．受取利息  1

２．為替差益  1

３．雑収入  27

Ⅴ 営業外費用  23

１．支払利息  22

２．雑支出  0

経常利益  684

Ⅵ 特別利益  0

１．その他の特別利益  0

Ⅶ 特別損失  7

１．その他の特別損失  7

税金等調整前四半期純利益  678

税金費用  279

四半期純利益  399
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30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９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  678

減価償却費  232

のれん償却額  56

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   22

株式報酬費用  12

売上債権の増減額 
（増加：△）  

 △137

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

 △93

その他資産の増減額 
（増加：△）  

 31

買掛金の増減額 
（減少：△）  

 △61

未払金の増減額 
（減少：△）  

 △58

未払費用の増減額 
（減少：△）  

 △19

未払法人税等  8

未払消費税等  99

前受金の増減額 
（減少：△）  

 3

その他  △81

小計  690

利息及び配当金の受取額  1

利息の支払額  △23

法人税等の支払額   △251

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 417
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 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。 

  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

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 

 △259

差入敷金・保証金の差入に
よる支出 

 △121

差入敷金・保証金の返戻に
よる収入 

 1

貸出による支出  △0

貸付金回収による収入  1

投資有価証券の償還による
収入 

 26

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △351

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 

 △596

社債の償還による支出  △14

配当金の支払額  △64

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △594

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（又は減少額） 

 △530

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四半
期末残高 

 863

（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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