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1.  21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 88,323 4.0 9,168 22.2 △6,929 ― △4,896 ―

20年8月期 84,949 2.5 7,501 0.8 7,853 △5.4 4,011 △9.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年8月期 △95.79 ― ― ― 10.4
20年8月期 77.86 ― 7.5 12.4 8.8

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年8月期  ―百万円

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 68,369 47,244 69.1 924.13
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  47,244百万円 20年8月期  54,354百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 △6,281 △5,258 11,452 14,681
20年8月期 8,313 △2,954 △1,909 15,245

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― ― ― 18.00 18.00 920 22.9 1.7
21年8月期 ― ― ― 18.00 18.00 920 ― 1.8

22年8月期 
（予想）

― ― ― 18.00 18.00 ―

3.  22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

44,800 10.1 4,000 95.4 4,000 ― 2,050 ― 40.10

通期 93,000 5.3 9,400 2.5 9,300 ― 4,900 ― 95.85



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 1,149,585株 20年8月期 1,147,907株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 85,985 3.9 8,864 20.7 △7,306 ― △5,118 ―

20年8月期 82,743 1.5 7,346 3.5 7,594 △3.1 3,810 △6.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年8月期 △100.11 ―

20年8月期 73.97 ―

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 66,257 45,408 68.5 888.22
20年8月期 61,021 51,468 84.3 1,006.72

（参考） 自己資本 21年8月期  45,408百万円 20年8月期  51,468百万円

2.  22年8月期の個別業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

43,300 9.6 3,900 99.0 3,900 ― 2,000 ― 39.12

通期 89,500 4.1 9,200 3.8 9,200 ― 4,800 ― 93.89



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済へも影響を及ぼし、輸出産業を中心とした

企業収益の低迷や、雇用情勢の悪化による個人消費の冷え込みが続くなど、先行き不透明な状況が続きました。 

外食産業におきましても、所得不安を感じる消費者の生活防衛意識の高まりから外食を控える傾向が強まったこ

とに加え、新型インフルエンザへの警戒から外出を控える動きが見られるなど、依然として厳しい状況が続いてお

ります。 

そのような経営環境の中、第４四半期におきましては、テレビ番組で当社を紹介いただいたことで認知度が高ま

り、大きな反響をいただくことが出来ました。 

当社といたしましては、ご来店くださったお客様の期待に沿えるよう、商品力と店舗サービスレベルの強化に取

り組み、お客さまに選んでいただけるような店舗作りに努めてまいりました。 

また、全社をあげて業務の効率化と生産性の向上を図り、収益の向上と経営基盤の強化に継続して取り組んでま

いりました。 

こうした状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、売上高883億23百万円、営業利益91億68百万円とな

りました。売上高は過去最高額となり、創業以来37期連続での増収となりました。営業利益は前連結会計年度に比

べ増益となりましたが、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、当期純損失48億96百万円となり

ました。 

  

(来期の見通し） 

 来期におきましても、今後の日本経済につきましては景気の回復に時間を要するものと予想され、依然として厳し

い経営環境が続くものと思われます。従いまして、当社といたしましては、連結売上高930億円、営業利益94億円、

当期純利益49億円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ44億17百万円増加し、683億69百万億円となりまし

た。これは、主に繰延税金資産の増加30億21百万円によるものであります。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ115億28百万円増加し、211億25百万円となりました。これは、主に

1年以内返済予定の長期借入金の増加54億42百万円及び長期借入金の増加69億30百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ71億10百万円減少し、472億44百万円となりました。この結果、

自己資本比率は69.1％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 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、前期比で145億94百万円

減少し、62億81百万円の支出となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 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36億37百万円等により、前期比で23億３百万円増加

し、52億58百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動におきましては、長期借入金による収入160億円、長期借入金の返済36億28百万円等により、前期比

で133億62百万円増加し、114億52百万円の収入となりました。 

（現金及び現金同等物の期末残高） 

 以上に、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加１億20百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の期末残

高は前期末に比して５億63百万円減少し、146億81百万円となりました。 

  

１．経営成績



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）自己資本比率(％)：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

債務償還年数(年)：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。営業キ

ャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー使用しております。有

利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※ 平成21年８月期の債務償却年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッ

シュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主並びに一般投資家保護の基本原則を十分認識し、経営基盤の確保とROE（株主資本利益率）の向上

を念頭に置いて、安定的な配当を基本とし、業績に応じて株主還元を積極的に行うことを基本方針としておりま

す。 

 また、内部留保資金は、新たな成長につながる店舗および自社工場などの設備投資に充当していく所存でありま

す。なお、当期並びに次期の配当は、前期と同様に、1株当たり期末配当18円の配当を予定しております。 

  平成20年８月期 平成21年８月期 

自己資本比率（％）  85.0  69.1

時価ベースの自己資本比率（％）  87.1  115.2

債務償還年数(年)  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －



 当社グループは、当社（株式会社サイゼリヤ）及び子会社８社で構成され、外食事業を基幹事業としております。 

（外食事業） 

 当社は、「日々の価値ある食事の提案と挑戦」をメニュー提案のテーマとして、イタリアンワイン＆カフェレスト

ラン『サイゼリヤ』を全国に797店舗運営しており、『イート・ラン』『サイゼリヤEXPRESS』などのファストフード

店舗を６店舗運営しております。国内の４工場では、店舗で使用する食材の製造及び物流業務を行っております。 

 SAIZERIYA AUSTRALIA PTY. LTD.は当社で使用する食材の製造を行っております。 

 上海薩莉亜餐飲有限公司は、上海市内でレストラン『サイゼリヤ』を26店舗（2009年8月末）運営しております。 

 広州薩莉亜餐飲有限公司は、広州市内でレストラン『サイゼリヤ』を７店舗（2009年8月末）運営しております。 

 なお、連結子会社３社は次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の
所有割合 
（％） 

関係内容

SAIZERIYA AUSTRALIA 

PTY.LTD. 

オーストラリア

ヴィクトリア州

メルトン市 

 

（ 百万豪ドル）

3,890

64

肉製品・ソース類等

食材の製造 
 100

当社で使用する食材

の製造。役員の兼任

あり。 

上海薩莉亜餐飲有限

公司 

中華人民共和国

上海市徐匯区 

 

（ 百万元）

649

44

イタリアンレストラ

ンのチェーン展開 
 100

当社と同様の営業形

態。役員の兼任あ

り。 

広州薩莉亜餐飲有限

公司 

中華人民共和国

広州市天河区 

 

（ 百万元） 

305

21

イタリアンレストラ

ンのチェーン展開 
 100

当社と同様の営業形

態。役員の兼任あ

り。 



 事業の系統図は次のとおりであります。 

  



(1）会社の経営の基本方針 

①日常的に気軽にご利用いただける店づくり 

 頻度の少ないご馳走、特別料理を提供するのではなく、通常毎日のように食される健康的で美味しく楽しい料理の

品揃えと店構えにすることにより、いつでもどこでも気軽にご利用いただける店づくりを当社は目指しております。

②多店舗化による地域社会への貢献 

 当社の店舗があることにより、健康的で美味しい料理をとおして、その地域社会に潤いが出て、楽しい豊かな社会

となっていくことを願い、出店しております。当社はこのような状況を社会全体に広げるため、より多くの地域に出

店してまいります。 

③生活提案型製品・商品の提供 

 従来の生活パターンでそれなりに満足していても、世の中にはまだ知られていないもっと健康的で美味しい料理、

楽しく豊かな生活、暮らし方が身近にあるのだということを当社は店舗をとおして提案しております。それは料理の

質、メニューの組み合わせ、雰囲気、価格等のトータルなコーディネーションを通じて実現できるものと考えており

ます。 

④独自の素材調達から商品提供までのトータルシステム化 

 より健康的で美味しく楽しい食事をお値打ち価格で提供していくために、世界的に食材の自社栽培・製造加工・運

搬・調理を含め、お客様に召し上がっていただくまでのトータルシステム作りに当社は取り組んでおります。 

(2）目標とする経営指標 

①店舗及び工場等への投資利回り（ROI）は、年率20％以上とする。 

②売上高経常利益率は、10％以上とし、中期的に15％を目標とする。 

③株主資本の効率性（ROE）は、15％以上とする。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の中長期的経営目標は、以下のとおりであります。 

①国内でレストラン「サイゼリヤ」1,000店舗を達成すること。 

②中国での店舗展開を本格化させること。 

③新たに国内でファストフード事業およびファストカジュアル・レストラン事業を展開すること。 

④安全・安心な食材供給システムを構築すること。 

⑤お客様に喜んでもらえる店舗人材を育成すること。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 現在、以下の項目を対処すべき課題と考えております。 

①投資採算基準に合う新規出店数の確保 

②来店客数・既存店売上高の維持・向上 

③店舗オペレーションシステムの改善 

④人材の確保・育成 

⑤食材調達ルートの拡充 

⑥工場の安定操業及び稼働率向上 

⑦法律の遵守 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,245 14,681

テナント未収入金 603 526

たな卸資産 3,370 －

商品及び製品 － 2,854

原材料及び貯蔵品 － 619

繰延税金資産 648 3,748

未収還付法人税等 － 1,432

その他 1,833 1,908

流動資産合計 21,700 25,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,651 17,502

機械装置及び運搬具（純額） 2,599 2,292

工具、器具及び備品（純額） 1,069 1,458

土地 5,400 5,363

建設仮勘定 163 124

有形固定資産合計 26,884 26,741

無形固定資産 264 234

投資その他の資産   

投資有価証券 769 1,532

敷金及び保証金 6,496 6,886

建設協力金 5,105 4,557

繰延税金資産 120 41

その他 2,628 2,620

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 15,102 15,621

固定資産合計 42,251 42,596

資産合計 63,951 68,369



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,450 3,315

1年内返済予定の長期借入金 － 5,442

未払法人税等 1,598 264

賞与引当金 701 759

株主優待引当金 224 213

デリバティブ負債 － 737

その他 3,520 3,301

流動負債合計 9,494 14,033

固定負債   

長期借入金 － 6,930

繰延税金負債 43 21

その他 58 140

固定負債合計 102 7,091

負債合計 9,596 21,125

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 35,883 30,011

自己株式 △1,270 △1,272

株主資本合計 52,232 46,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △86

為替換算調整勘定 2,189 972

評価・換算差額等合計 2,122 885

純資産合計 54,354 47,244

負債純資産合計 63,951 68,369



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 84,949 88,323

売上原価 30,163 30,250

売上総利益 54,786 58,072

販売費及び一般管理費 47,284 48,904

営業利益 7,501 9,168

営業外収益   

受取利息 240 154

為替差益 932 －

その他 15 33

営業外収益合計 1,187 187

営業外費用   

支払利息 － 80

為替差損 － 297

デリバティブ評価損 831 576

デリバティブ解約損 － 15,310

その他 4 21

営業外費用合計 835 16,286

経常利益又は経常損失（△） 7,853 △6,929

特別利益   

補償金収入 36 66

特別利益合計 36 66

特別損失   

減損損失 164 256

固定資産除却損 326 216

店舗閉店損失 227 155

その他 22 0

特別損失合計 740 629

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

7,149 △7,492

法人税、住民税及び事業税 3,117 439

法人税等調整額 20 △3,035

法人税等合計 3,137 △2,595

当期純利益又は当期純損失（△） 4,011 △4,896



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

前期末残高 32,809 35,883

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 4,011 △4,896

連結子会社の増加に伴う減少額 － △54

当期変動額合計 3,074 △5,872

当期末残高 35,883 30,011

自己株式   

前期末残高 △297 △1,270

当期変動額   

自己株式の取得 △973 △2

当期変動額合計 △973 △2

当期末残高 △1,270 △1,272

株主資本合計   

前期末残高 50,131 52,232

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 4,011 △4,896

自己株式の取得 △973 △2

連結子会社の増加に伴う減少額 － △54

当期変動額合計 2,101 △5,874

当期末残高 52,232 46,358



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △66

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66 △19

当期変動額合計 △66 △19

当期末残高 △66 △86

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 793 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △793 －

当期変動額合計 △793 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 2,232 2,189

当期変動額   

連結子会社の増加に伴う減少額 － △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △1,208

当期変動額合計 △43 △1,216

当期末残高 2,189 972

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,025 2,122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △903 △1,236

当期変動額合計 △903 △1,236

当期末残高 2,122 885

純資産合計   

前期末残高 53,156 54,354

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 4,011 △4,896

自己株式の取得 △973 △2

連結子会社の増加に伴う減少額 － △63

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △903 △1,228

当期変動額合計 1,198 △7,110

当期末残高 54,354 47,244



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

7,149 △7,492

減価償却費 2,477 2,694

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 58

株主優待引当金の増減額（減少△） 78 △10

受取利息及び受取配当金 △240 △154

支払利息 － 80

為替差損益（△は益） 107 268

デリバティブ評価損益（△は益） 831 576

デリバティブ解約損 － 15,310

固定資産除却損 326 216

店舗閉店損失 227 155

減損損失 164 256

補償金収入 △36 △66

テナント未収入金の増減額（増加△） △137 76

たな卸資産の増減額（△は増加） 565 △158

その他の流動資産の増減額（△は増加） △92 70

買掛金の増減額（減少△） 331 △114

その他の流動負債の増減額（△は減少） 169 △63

その他 △234 471

小計 11,720 12,176

利息及び配当金の受取額 178 86

利息の支払額 － △86

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 △3,585 △3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,313 △6,281

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 △316 △1,087

有形固定資産の取得による支出 △2,818 △3,637

無形固定資産の取得による支出 △58 △44

敷金・保証金・建設協力金の支出 △497 △629

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 796 289

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（支出△） △60 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,954 △5,258



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

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 － △3,628

自己株式の取得による支出 △973 △2

配当金の支払額 △936 △917

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,909 11,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 △185 △597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,263 △683

現金及び現金同等物の期首残高 11,982 15,245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 120

現金及び現金同等物の期末残高 15,245 14,681



 該当事項はありません。 

  

 最近の有価証券報告書（平成20年11月28日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

 ──────────── 

  

  

  

  

  

──────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

──────────── 

（棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

 当連結会計年度より「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（企業会計

基準委員会））を適用しております。この変更による営

業利益、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える

影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を適用しております。 

 これによる、当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。  

（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） 

 当連結会計年度より、「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、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 この変更による営業利益、経常損失及び税金等調整前

当期純損失に与える影響は軽微であります。  



１．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

（1）通貨関連 

（注）１．時価の算定方法 

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

（2）複合金融商品関連 

（注）１．時価の算定方法 

 取引先金融機関から提示された価格によっております。 

２．デリバティブ内包型預金の時価は、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものであります。 

３．契約額等はデリバティブ内包型預金の元本で、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

（連結貸借対照表） 

１.前連結会計年度まで有形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「器具及び備品」は、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の１を超えたため区

分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「器具及び

備品」は876百万円であります。 

２.      ──────────── 

（連結貸借対照表） 

１.      ──────────── 

  

  

  

  

２.「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵

品」はそれぞれ29億73百万円、３億96百万円であります。

注記事項

（デリバティブ取引関係）

区分 種類 

前連結会計年度（平成20年８月31日）

契約額等 
（百万円） 

契約額等のう
ち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

通貨スワップ取引買建                     

 オーストラリアドル  4,837  2,498  △156  △156

   ユーロ  2,888  1,778  140  140

   アメリカドル  2,628  679  △43  △43

合計  10,353  4,955  △58  △58

区分 種類 

前連結会計年度（平成20年８月31日）

契約額等
（百万円） 

契約額等のう
ち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

デリバティブ内包型預金                     

（期限前解約特約・ 

条件充足型預金） 
 1,500  1,500  △102  △102

合計  1,500  1,500  △102  △102



当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

（1）通貨関連 

（注）１．時価の算定方法 

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

（2）複合金融商品関連 

（注）１．時価の算定方法 

 取引先金融機関から提示された価格によっております。 

２．デリバティブ内包型預金の時価は、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものであります。 

３．契約額等はデリバティブ内包型預金の元本で、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

  

   

 なお、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、

有価証券、退職給付、税効果会計、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略します。  

区分 種類 

当連結会計年度（平成21年８月31日）

契約額等 
（百万円） 

契約額等のう
ち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

通貨スワップ取引買建                     

 オーストラリアドル  1,891  945  △86  △86

   ユーロ  5,247  2,691  △322  △322

   アメリカドル  734  －  △132  △132

合計  7,872  3,636  △540  △540

区分 種類 

当連結会計年度（平成21年８月31日）

契約額等
（百万円） 

契約額等のう
ち１年超 
（百万円） 

時価
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

デリバティブ内包型預金                     

（期限前解約特約・ 

条件充足型預金） 
 1,500  1,500  △196  △196

合計  1,500  1,500  △196  △196



 前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年９月１

日 至 平成21年８月31日）において、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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,196百万円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、18,509百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金、長期性預金）及び管理部門に係る資産であります。 

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 2,393百万円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、17,299百万円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金、長期性預金）及び管理部門に係る資産であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
豪州

（百万円） 
その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高  82,743  2  2,202  84,949  －  84,949

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  4,137  －  4,137  △4,137  －

計  82,743  4,140  2,202  89,087  △4,137  84,949

営業費用  73,201  4,148  2,095  79,445  △1,997  77,447

営業利益（又は損失△）  9,542  △8  107  9,641  △2,140  7,501

Ⅱ 資産  40,129  4,988  818  45,935  18,015  63,951

  
日本 

（百万円） 
豪州

（百万円） 
その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高  85,985  －  2,337  88,323  －  88,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,314  －  3,314  △3,314  －

計  85,985  3,314  2,337  91,637  △3,314  88,323

営業費用  74,728  3,062  2,255  80,046  △891  79,155

営業利益  11,257  251  82  11,590  △2,422  9,168

Ⅱ 資産  45,110  5,233  1,039  51,383  16,985  68,369



前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年９月１

日 至 平成21年８月31日）において、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。 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,063.18

１株当たり当期純利益金額 円 77.86

１株当たり純資産額 円 924.13

１株当たり当期純損失金額 円 95.79

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万

円） 
 4,011  △4,896

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（百万円） 
 4,011  △4,896

期中平均株式数（千株）  51,518  51,123

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

旧商法に基づく新株引受権13,182

株。 

旧商法に基づく新株引受権8,788

株。 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,578 12,706

テナント未収入金 603 526

店舗食材 1,680 2,003

未着店舗食材 778 546

工場仕込品 114 111

原材料 231 364

貯蔵品 165 147

前払費用 1,423 1,484

繰延税金資産 639 3,729

未収還付法人税等 － 1,432

その他 263 310

流動資産合計 19,478 23,363

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,209 14,590

構築物（純額） 770 667

機械及び装置（純額） 515 496

車両運搬具（純額） 16 17

工具、器具及び備品（純額） 920 1,241

土地 5,189 5,189

建設仮勘定 98 85

有形固定資産合計 21,720 22,289

無形固定資産   

借地権 48 48

商標権 0 0

ソフトウエア 156 126

電話加入権 57 57

無形固定資産合計 263 233

投資その他の資産   

投資有価証券 433 413

関係会社株式 4,880 5,968

出資金 0 0

長期前払費用 755 727

繰延税金資産 120 41

敷金及び保証金 6,412 6,790

建設協力金 5,105 4,557

店舗賃借仮勘定 245 262

長期預金 1,500 1,500

その他 124 127

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 19,560 20,371

固定資産合計 41,543 42,894

資産合計 61,021 66,257



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,675 3,394

1年内返済予定の長期借入金 － 5,442

未払金 2,356 2,194

未払費用 85 93

未払法人税等 1,634 194

未払消費税等 296 349

預り金 235 212

前受収益 3 3

賞与引当金 699 757

株主優待引当金 224 213

設備関係未払金 128 92

その他 172 890

流動負債合計 9,510 13,839

固定負債   

長期借入金 － 6,930

その他 42 80

固定負債合計 42 7,010

負債合計 9,553 20,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金 9,007 9,007

資本剰余金合計 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金 28,770 31,570

繰越利益剰余金 4,262 △4,575

利益剰余金合計 35,186 29,147

自己株式 △1,270 △1,272

株主資本合計 51,534 45,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △86

評価・換算差額等合計 △66 △86

純資産合計 51,468 45,408

負債純資産合計 61,021 66,257



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 82,743 85,985

売上原価   

期首店舗食材たな卸高 2,421 1,680

期首工場仕込品たな卸高 99 114

当期店舗食材仕入高 20,429 21,503

当期工場仕込品製造原価 8,442 8,597

合計 31,393 31,896

他勘定振替高 197 203

期末店舗食材たな卸高 1,680 2,003

期末工場仕込品たな卸高 114 111

売上原価合計 29,401 29,579

売上総利益 53,342 56,406

販売費及び一般管理費 45,995 47,542

営業利益 7,346 8,864

営業外収益   

受取利息 120 93

有価証券利息 17 5

為替差益 933 －

その他 9 6

営業外収益合計 1,081 106

営業外費用   

支払利息 － 80

為替差損 － 293

デリバティブ評価損 831 576

デリバティブ解約損 － 15,310

その他 2 16

営業外費用合計 833 16,276

経常利益又は経常損失（△） 7,594 △7,306

特別利益   

補償金収入 36 66

特別利益合計 36 66

特別損失   

減損損失 164 214

固定資産除却損 326 199

店舗閉店損失 227 155

その他 18 －

特別損失合計 736 570

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,894 △7,810

法人税、住民税及び事業税 3,072 318

法人税等調整額 11 △3,010

法人税等合計 3,083 △2,692

当期純利益又は当期純損失（△） 3,810 △5,118



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

資本剰余金合計   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,153 2,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 25,770 28,770

当期変動額   

別途積立金の積立 3,000 2,800

当期変動額合計 3,000 2,800

当期末残高 28,770 31,570

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,388 4,262

当期変動額   

別途積立金の積立 △3,000 △2,800

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 3,810 △5,118

当期変動額合計 △126 △8,838

当期末残高 4,262 △4,575

利益剰余金合計   

前期末残高 32,312 35,186

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 3,810 △5,118

当期変動額合計 2,873 △6,038

当期末残高 35,186 29,147



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

自己株式   

前期末残高 △297 △1,270

当期変動額   

自己株式の取得 △973 △2

当期変動額合計 △973 △2

当期末残高 △1,270 △1,272

株主資本合計   

前期末残高 49,634 51,534

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 3,810 △5,118

自己株式の取得 △973 △2

当期変動額合計 1,900 △6,040

当期末残高 51,534 45,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △66

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66 △19

当期変動額合計 △66 △19

当期末残高 △66 △86

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 793 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △793 －

当期変動額合計 △793 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 793 △66

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △860 △19

当期変動額合計 △860 △19

当期末残高 △66 △86

純資産合計   

前期末残高 50,427 51,468

当期変動額   

剰余金の配当 △936 △920

当期純利益又は当期純損失（△） 3,810 △5,118

自己株式の取得 △973 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △860 △19

当期変動額合計 1,040 △6,059

当期末残高 51,468 45,408



 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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