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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 5,870 ― 747 ― 752 ― 434 ―

20年12月期第3四半期 6,233 △3.5 892 △19.6 892 △19.3 497 △24.5

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12月期第3四半期 131.18 ―

20年12月期第3四半期 150.13 ―

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12月期第3四半期 5,932 4,504 75.9 1,358.89
20年12月期 5,669 4,269 75.3 1,288.08

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  4,504百万円 20年12月期  4,269百万円

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

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

20年12月期 ― ― ― 40.00 40.00
21年12月期 ― 20.00 ―

21年12月期 
（予想）

20.00 40.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,069 0.1 1,006 △5.4 1,011 △5.0 544 △6.6 164.33
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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、４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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第3四半期 3,315,000株 20年12月期  3,315,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 3,315,000株 20年12月期第3四半期 3,315,000株

※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、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。なお、第１四半期累計期間から「財務諸
表等の用語、株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）附則第６条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安に端を発した景気の悪化も各国の政策協調によ

り最悪期を脱しつつありますが、今後更なる雇用情勢等の悪化が懸念され、先行き不透明なまま推移いたしまし

た。  

 外食業界におきましては、雇用不安やボーナスの減少等による所得不安を背景に消費者の生活防衛意識が高ま

り、外食を控える傾向が強まっております。 

 このような環境のもと、当社は、「顧客創造」の理念に基づき、新規顧客の獲得のみならず、リピーターを増や

すことに注力してまいりました。まずは、よりリピーターを獲得しやすいランチタイムの来客数を増やすために、

昨年末より導入した低価格のランチメニュー「ブロンコハンバーグランチ（714円税込）」、「チキンステーキラン

チ（714円税込）」のブラッシュアップに努めるとともに、平成21年６月に新しく開発した「カットステーキランチ

（819円税込）」の導入等により、ランチタイムにおいて、１月から９月における全ての月で来客数前年比110％を

超え、売上高においても100％を超えることができました。一方、ディナータイムにおきましては、平成21年３月に

「味わい厚切りステーキ」を導入するとともに、仕入価格の徹底した見直し等により６月に主力商品である「炭焼

き熟成ぶどう牛厚切りロースステーキ」の価格の引き下げを行いました。また、９月に「炭焼き熟成厚切りヒレス

テーキ」を新たに導入し、来客数の回復に努めました。 

 筋肉質の経営体質を構築するため、原価及び経費の低減に取り組み、原価に関しましては、徹底した原材料価格

の見直し及びコミサリー（加工工場）の加工技術の向上並びにロス削減等により、原価率を前年比で1.5％低減させ

ることができました。また、経費に関しましては、省エネ電球の導入やガス料金の単価の引き下げ等により水道光

熱費を削減するとともに、当社の企業理念である「仲間の永続的物心両面の幸福と社会の繁栄に貢献します。」を

実現すべく社員及びクルー（パート・アルバイト）に対して、スタンバイ、調理等の実技トレーニングと人間形成

の教育に継続的に取り組んだ結果、人材が安定し募集費を低減することができました。 

新規出店につきましては、平成21年４月22日に「ブロンコビリー草加松原店」（埼玉県草加市）を開店し、愛知

県33店舗、岐阜県11店舗、三重県６店舗、静岡県７店舗、東京都１店舗、埼玉県２店舗の合計60店舗になりまし

た。 

 なお、10月に「ブロンコビリー八王子大和田店」（東京都八王子市）、「ブロンコビリー新座野火止店」（埼玉

県新座市）の２店舗の出店を予定しております。また、将来の出店に対応するため、現コミサリーを拡大移転し、

「ブロンコビリーファクトリー」と名称を改め、お客様により安全・安心な商品を提供するため、衛生管理、検査

体制を今まで以上に強固なものといたします。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高58億70百万円、営業利益７億47百万円、経常利益７億52百

万円、四半期純利益４億34百万円となりました。 

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は59億32百万円（前事業年度末56億69百万円）となり２億63百万円増加いた

しました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金が41百万円減少した一方、主に新規出店や工場移転のための

設備投資を積極的に実施した結果、有形固定資産が２億11百万円増加したこと等によります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は14億27百万円（前事業年度末13億99百万円）となり28百万円増加いたしま

した。その主な要因は、短期借入金が１億43百万円及び未払金が１億51百万円増加した一方、１年以内返済予定の

長期借入金が83百万円及び未払法人税等が52百万円並びに長期借入金が71百万円減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は45億４百万円（前事業年度末42億69百万円）となり２億34百万円増加

し、自己資本比率は75.9％（前事業年度末75.3％）となりました。その主な要因は、四半期純利益の増加と配当金

の支払により繰越利益剰余金が２億35百万円増加したこと等によります。 

  

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
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（2） キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、９億59百万円（前事業

年度末７億77百万円）となり１億82百万円増加いたしました。 

当第３四半期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、得られた資金は６億50百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が７億80百万円

及び減価償却費の計上が２億67百万円あった一方、法人税等を４億２百万円支払ったこと等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は２億10百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により３億65百

万円支出したこと等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は２億58百万円となりました。これは主に、長・短期借入金が純額で12百万円減

少したこと及び配当金を１億85百万円支払ったこと等によります。 

  

 平成21年12月期の通期業績予想につきましては、平成21年７月23日に開示いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」及び「平成21年12月期 第２四半期決算短信（非連結）３.業績予想に関する定期的情報」に記載のとお

りであります。 

  

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法としております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。なお、第１四半期累計期間から「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）附則第６条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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、当第１四半期会計期間より「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）により算出しております。これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影

響はありません。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,702,828 1,743,845

売掛金 15,018 20,540

商品及び製品 9,316 12,996

仕掛品 6,782 24,961

原材料及び貯蔵品 114,227 41,334

その他 141,156 113,492

流動資産合計 1,989,331 1,957,171

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,949,047 1,957,495

構築物（純額） 213,508 226,793

工具、器具及び備品（純額） 301,130 341,039

土地 276,207 226,782

その他（純額） 306,150 81,991

有形固定資産合計 3,046,045 2,834,102

無形固定資産 117,160 133,088

投資その他の資産   

差入保証金 514,782 514,891

その他 265,083 229,868

投資その他の資産合計 779,865 744,760

固定資産合計 3,943,071 3,711,951

資産合計 5,932,402 5,669,122

負債の部   

流動負債   

買掛金 193,928 241,211

短期借入金 232,500 89,200

1年内償還予定の社債 32,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 94,838 178,652

未払金 427,697 276,432

未払法人税等 170,668 223,060

賞与引当金 69,836 11,210

その他 70,912 113,053

流動負債合計 1,292,380 1,164,820

固定負債   

社債 40,000 72,000

長期借入金 77,539 149,040

その他 17,779 13,290

固定負債合計 135,318 234,330

負債合計 1,427,698 1,399,150
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,337 803,337

資本剰余金 713,337 713,337

利益剰余金 2,984,584 2,748,619

株主資本合計 4,501,259 4,265,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,445 4,678

評価・換算差額等合計 3,445 4,678

純資産合計 4,504,704 4,269,972

負債純資産合計 5,932,402 5,669,122
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,870,238

売上原価 1,664,051

売上総利益 4,206,186

販売費及び一般管理費 3,459,184

営業利益 747,001

営業外収益  

受取利息 2,438

受取配当金 751

受取賃貸料 15,880

協賛金収入 7,439

その他 3,831

営業外収益合計 30,340

営業外費用  

支払利息 4,804

賃貸費用 14,479

その他 5,077

営業外費用合計 24,361

経常利益 752,981

特別利益  

受取保険金 75,191

特別利益合計 75,191

特別損失  

固定資産除売却損 7,740

店舗閉鎖損失 4,850

災害による損失 35,430

特別損失合計 48,021

税引前四半期純利益 780,151

法人税、住民税及び事業税 354,159

法人税等調整額 △8,873

法人税等合計 345,285

四半期純利益 434,865
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 780,151

減価償却費 267,287

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,626

受取利息及び受取配当金 △3,189

支払利息 6,484

固定資産除売却損益（△は益） 7,740

災害損失 35,430

店舗閉鎖損失 4,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,035

売上債権の増減額（△は増加） 5,522

長期前払費用の増減額（△は増加） 6,737

仕入債務の増減額（△は減少） △47,282

未払金の増減額（△は減少） 6,479

未払消費税等の増減額（△は減少） △800

その他 △20,074

小計 1,056,926

利息及び配当金の受取額 3,189

利息の支払額 △7,099

法人税等の支払額 △402,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 650,792

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △79,945

定期預金の払戻による収入 301,080

投資有価証券の取得による支出 △50,046

有形固定資産の取得による支出 △365,608

有形固定資産の除却による支出 △14,344

差入保証金の差入による支出 △24,850

差入保証金の回収による収入 5,283

建設協力金の回収による収入 19,676

保険積立金の積立による支出 △1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー △210,377

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） 143,300

長期借入金の返済による支出 △155,315

割賦債務の返済による支出 △28,697

社債の償還による支出 △32,000

配当金の支払額 △185,485

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,217

現金及び現金同等物の期首残高 777,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 959,247
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。なお、第１四半期累計期間から「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）附則第６条第１項第５号ただし書きによ

り、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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）四半期損益計算書 

  
前第３半期累計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高  6,233,229  100.0

Ⅱ 売上原価  1,857,316  29.8

売上総利益  4,375,913  70.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,483,286  55.9

営業利益  892,627  14.3

Ⅳ 営業外収益  28,619  0.5

Ⅴ 営業外費用  29,122  0.5

経常利益  892,125  14.3

Ⅵ 特別損失  3,221  0.1

税引前四半期純利益  888,903  14.3

税金費用  391,217  6.3

四半期純利益  497,686  8.0
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期累計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税引前四半期純利益  888,903

２ 減価償却費   272,460

３ 賞与引当金の増加額   62,189

４ 販売促進費引当金の減少額  △12,834

５ 受取利息及び受取配当金  △3,499

６ 支払利息及び社債利息   9,037

７ 割賦手数料   2,013

８ 固定資産除売却損  3,221

９ たな卸資産の減少額   21,879

10 売上債権の減少額  2,444

11 長期前払費用の減少額   6,552

12 仕入債務の減少額 △57,180

13 未払金の減少額  △18,810

14 未払消費税等の減少額  △2,138

15 その他  △34,947

小計  1,139,291

16 利息及び配当金の受取額       3,499

17 利息等の支払額     △11,051

18 法人税等の支払額 △557,024

営業活動によるキャッシュ・フロー  574,715

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 定期預金等の預入による支出  △26,523

２ 定期預金等の払戻による収入   150,000

３ 有形固定資産の取得による支出  △137,110

４ 有形固定資産の売却による収入   200

５ 無形固定資産の取得による支出  △5,890

６ 有形固定資産の除却による支出 △2,469

７ 差入保証金の差入による支出  △7,280

８ 差入保証金の返還による収入   484

９ 建設協力金の回収による収入   25,367

10 保険積立金の積立による支出  △3,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,827
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前第３四半期累計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 短期借入金の純増減額    224,800

２ 長期借入金の返済による支出  △303,891

３ 割賦未払金の支払による支出  △33,683

４ 社債の償還による支出  △32,000

５ 配当金の支払額  △131,644

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,419

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  291,468

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  743,780

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,035,248
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