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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 20,392 △7.0 △1,122 ― △1,085 ― △899 ―
21年3月期第2四半期 21,925 ― △811 ― △762 ― △614 ―

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2四半期 △34.84 ―
21年3月期第2四半期 △23.99 ―

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2四半期 38,107 30,563 80.2 1,183.49
21年3月期 39,269 31,698 80.7 1,227.96

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  30,563百万円 21年3月期  31,698百万円

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

21年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
22年3月期 ― 11.00
22年3月期 
（予想）

― 11.00 22.00

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  有   

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 45,900 △1.8 800 354.7 880 208.6 80 ― 3.10
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 25,913,889株 21年3月期 25,913,255株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 88,847株 21年3月期 99,550株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 25,817,154株 21年3月期第2四半期 25,631,320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．平成21年５月１日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載し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。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等
について、４～５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ください。 
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 当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、国際的な緊急経

済対策の効果で生産や輸出等に回復の動きが窺われたものの、企業の雇用・設備の過剰感は強く残りました。国民

生活面では、消費刺激策の効果で耐久消費財の購入が増加したものの、雇用・所得環境の厳しさが続いているた

め、個人消費は低調に推移しました。 

 外食業界におきましては、ファーストフード業態が積極的な出店と集客で売上を伸ばしましたが、これを除くと

総じて客数・客単価が前年割れとなり、１店舗当り平均売上高も大幅に減少いたしました。 

 このような厳しい環境の中で当社は、サービス力・商品力の強化、人材の育成、食の安全・安心の確保に取り組

みました。 

 店舗につきましては、当第２四半期会計期間中の新規出店は無く、１店舗の撤退、３店舗の改装を実施し、当第２

四半期会計期間末の店舗数は183店舗（内２店舗は改装のため休業中）となりました。 

 営業面では、お盆や９月の連休のイベント等により、既存店の業績回復に努めました。客単価は下げ止まりの兆し

が現れましたが客数が引き続き減少し、既存店の売上高が前年同期比8.6%の減少となり、全体の売上高も減収となり

ました。 

 費用面におきましては、売上原価率は食材の値下り等で前年同期に比べ改善しました。販売費及び一般管理費は、

人件費管理を強化し売上高の減少に伴う人件費率上昇の抑制に努めました。さらに消耗品費等の節約を図ったほか、

公共料金の引下げ等で水光熱費が減少しました。これらにより、販売費及び一般管理費は、金額ベースでは前年同期

に比べ減少しましたが、対売上高比率では、大幅な売上高の減少により前年同期に比べ上昇となりました。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は101億14百万円（前年同期比6.3％減少）となり、営業損益は５億71

百万円の損失（前年同期実績５億47百万円の損失）、経常損益は５億59百万円の損失（同５億28百万円の損失）、四

半期純損益は４億55百万円の損失（同４億４百万円の損失) となりました。 

 また、当第２四半期累計期間（平成21年4月１日から平成21年９月30日まで）の売上高は203億92百万円（前年同期

比7.0％減少）となり、営業損益は11億22百万円の損失（前年同期実績８億11百万円の損失）、経常損益は10億85百

万円の損失（同７億62百万円の損失）、四半期純損益は８億99百万円の損失（同６億14百万円の損失) となりまし

た。 

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決算

短信（平成21年７月30日開示）をご参照ください。  

  

（部門別の概況） 

  部門別売上高       

  

木曽路部門 

 しゃぶしゃぶ・日本料理の木曽路部門は、新規出店はなく、１店舗の撤退、２店舗の改装により当第２四半期会計

期間末店舗数は１１４店舗（内２店舗は改装のため休業中）となりました。 

 営業面では、お盆や９月の連休を中心にイベントを展開し、また旬の会席料理、一品料理等をお値打ち価格にて提

供致しました。客単価は下げ止まってきたものの、客数の減少が続き、当第２四半期会計期間の売上高は79億14百万

円（前年同期比2.9％減少）となりました。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  

  

当第２四半期会計期間  

（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日）  

当第２四半期累計期間  

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）   

金 額  
前年同期比 

増 減 率  
金 額 

前年同期比 

増 減 率 

  百万円 ％ 百万円 ％

木曽路    7,914  △2.9  15,839  △4.5

素材屋   1,518  △16.4  3,184  △14.5

じゃんじゃん亭   285  △27.9  556  △26.4

とりかく   272  △8.8  572  △6.1

その他    123  △2.9  239  △3.3

計    10,114  △6.3  20,392  △7.0
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素材屋部門 

 居酒屋・和食レストランの素材屋部門は、新規出店はなく、１店舗の改装により当第２四半期会計期間末店舗数は

４５店舗であります。 

 営業面では、鮮魚メニューが引き続き好評を頂きましたが、全国的な新型インフルエンザ対策の影響もあって宴会

客数が大幅に減少しました。客単価の低下も相俟って、当第２四半期会計期間の売上高は15億18百万円（同16.4％減

少）となりました。 

  

じゃんじゃん亭部門 

 焼肉のじゃんじゃん亭部門は、店舗の異動はなく、当第２四半期会計期間末店舗数は１０店舗であります。 

 営業面では、飲み放題メニューの拡販により客単価が上昇したものの、来店客数が大幅な減少を続け、また、店舗

数が前年同期比２店舗減少していることも加わって、売上高は２億85百万円（同27.9％減少）となりました。 

  

とりかく部門 

 鶏料理のとりかく部門は、店舗の異動はなく、当第２四半期会計期間末店舗数は１１店舗であります。 

 営業面では、宴会予約の確保や旬メニューの充実等に努めましたが、全国的な新型インフルエンザ対策や都心再開

発による顧客企業の転出等の影響を受け、売上高は２億72百万円（同8.8％減少）となりました。 

  

その他部門  

 その他部門は、イタリア料理店ピッコロ・ステラ１店舗、日本料理店鈴のれん２店舗、外販（しぐれ煮、胡麻だれ

類）、不動産賃貸等であります。売上高は１億23百万円（同2.9％減少）となりました。   

  

 当第２四半期会計期間末の総資産は、381億７百万円で前事業年度末に比べ11億62百万円の減少となりました。こ

れは主として設備投資、賞与、配当金、法人税等の支払で預金を取り崩したことによるものであります。負債は、買

掛金や税金等の未払金の減少が賞与引当金、リース債務の増加を上回ったことにより前事業年度末に比べ27百万円減

少の75億43百万円となりました。また、純資産は305億63百万円、前事業年度末比11億34百万円の減少となりまし

た。これは主として四半期純損失８億99百万円、剰余金の配当が３億35百万円あったことによるものであります。 

 以上の結果、当第２四半期会計期間末の自己資本比率は80.2％、１株当たり純資産は1,183円49銭となりました。 

 また、当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが、５億64百万円の流

出超過（前年同期は13億17百万円の流出超過）となりました。主な要因は、税引前四半期純損失13億23百万円に対

し、減価償却費が７億95百万円であったことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗投

資を主因に３億97百万円の流出超過（前年同期は７億18百万円の流出超過）、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、リース債務の返済、配当金の支払い等により４億円の流出超過（前年同期は３億98百万円の流出超過）となりま

した。 

 この結果、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末に比べ13億62百万円減少し、76億

66百万円となりました。 

  

 最近の世界経済情勢は、各国の財政・金融政策の発動に牽引されて、危機的状況を脱しつつあり、今後は緩やかな

回復過程を辿るものと予測されています。しかし、景気刺激効果が一巡すれば、再び景気は下降局面に陥るという見

方もあり、楽観を許されない状況が続くと見られます。 

 わが国においても緊急経済対策の効果による景気回復が期待されていますが、その持続には限界があること、企業

の雇用・設備の過剰感が尾を引いていること等から、先行き慎重な見方が有力であります。 

 外食業界においては、市場規模の伸び悩みが続き、その中で、企業間・店舗間の競争が益々激しくなると予想され

ます。  

 このような厳しい経営環境の中、当社は、「品質日本一の外食企業」の指針のもと、引き続き次のような課題に取

り組んでいきます。 

 第一は、「顧客満足の追求」であります。常にお客様の期待を上回る料理やサービスを提供することが出来るよう

に努めます。それを通じて来店客数の増加と営業基盤の拡充を図ります。 

 第二は、業績の伸展を担う「人材の確保と育成」であります。良質の人材の採用と定着に努めるとともに、ホスピ

タリティの一層の向上を目指して、職場における教育訓練の体制整備やコミュニケーションの改善に取り組みます。

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
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 第三は、「食の安全・安心の追求」であります。厳正な品質基準・衛生基準に基づいて、調理技能の教育・訓練に

真摯に取り組み、また、食材の産地情報や健康情報を充実することにより、お客様からの信頼にお応えするよう努め

ます。 

 第四は、「業容の拡大」であります。高い収益性が期待できる分野への新規出店を積極的に進めること、一方、低

採算・低収益の店舗の整理を果断に実施することを通じて、経営の効率性を高め、収益力を強化します。 

  

 通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の実績数値が予想数値を下回ったこと及び景気回復が予想

される当第３四半期以降における来店客数の確保と一層の経費の効率化と抑制に取り組むことによる収益改善を勘案

し、平成21年５月１日に公表しました業績予想を次の通り修正します。 

   

（通期の業績予想数値の修正）  

  

   

  

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。   

  

該当事項はありません。   

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  47,000  820  900  100  3.87

今回発表予想（Ｂ）  45,900  800  880  80  3.10

増減額（Ｂ－Ａ）  △1,100  △20  △20  △20  －

増減率（％）  △2.3  △2.4  △2.2  △20.0  －

前期実績（平成21年3月期）  46,748  175  285  △651  △25.32

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

㈱木曽路（8160） 平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,666 9,028 

売掛金 719 743 

商品及び製品 29 35 

原材料及び貯蔵品 488 444 

その他 1,742 1,129 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 10,643 11,379 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 9,259 9,419 

土地 5,637 5,637 

その他（純額） 2,460 2,332 

有形固定資産合計 17,357 17,389 

無形固定資産 487 567 

投資その他の資産   

差入保証金 6,553 6,779 

その他 3,093 3,350 

貸倒引当金 △29 △197 

投資その他の資産合計 9,618 9,933 

固定資産合計 27,463 27,890 

資産合計 38,107 39,269 
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,019 1,141 

短期借入金 950 950 

未払法人税等 127 147 

賞与引当金 654 596 

その他の引当金 80 82 

その他 2,400 2,424 

流動負債合計 5,232 5,340 

固定負債   

新株予約権付社債 107 128 

退職給付引当金 1,345 1,317 

その他 859 784 

固定負債合計 2,311 2,230 

負債合計 7,543 7,571 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,056 10,056 

資本剰余金 9,874 9,872 

利益剰余金 10,956 12,191 

自己株式 △134 △150 

株主資本合計 30,752 31,970 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △188 △271 

評価・換算差額等合計 △188 △271 

純資産合計 30,563 31,698 

負債純資産合計 38,107 39,269 
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 21,925 20,392 

売上原価 7,032 6,433 

売上総利益 14,893 13,959 

販売費及び一般管理費 15,704 15,082 

営業損失（△） △811 △1,122 

営業外収益   

受取利息 16 14 

受取配当金 10 8 

協賛金収入 16 13 

その他 12 6 

営業外収益合計 56 43 

営業外費用   

支払利息 6 5 

その他 0 1 

営業外費用合計 7 6 

経常損失（△） △762 △1,085 

特別利益   

固定資産売却益 3 4 

特別利益合計 3 4 

特別損失   

固定資産除却損 106 70 

減損損失 － 13 

固定資産臨時償却費 － 65 

投資有価証券評価損 － 56 

その他 16 37 

特別損失合計 123 243 

税引前四半期純損失（△） △883 △1,323 

法人税、住民税及び事業税 61 65 

法人税等調整額 △329 △489 

法人税等合計 △268 △424 

四半期純損失（△） △614 △899 
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（第２四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,789 10,114 

売上原価 3,486 3,197 

売上総利益 7,303 6,916 

販売費及び一般管理費 7,850 7,487 

営業損失（△） △547 △571 

営業外収益   

受取利息 9 7 

協賛金収入 3 3 

その他 9 4 

営業外収益合計 23 15 

営業外費用   

支払利息 3 2 

その他 0 1 

営業外費用合計 3 3 

経常損失（△） △528 △559 

特別利益   

固定資産売却益 3 3 

その他 － 1 

特別利益合計 3 4 

特別損失   

固定資産除却損 48 37 

減損損失 － 13 

固定資産臨時償却費 － 65 

賃貸借契約解約損 16 5 

その他 0 3 

特別損失合計 65 125 

税引前四半期純損失（△） △590 △680 

法人税、住民税及び事業税 35 32 

法人税等調整額 △220 △257 

法人税等合計 △185 △225 

四半期純損失（△） △404 △455 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４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   

税引前四半期純損失（△） △883 △1,323 

減価償却費 848 795 

売上債権の増減額（△は増加） 201 23 

たな卸資産の増減額（△は増加） △121 △37 

仕入債務の増減額（△は減少） △187 △121 

その他 △160 176 

小計 △302 △487 

利息及び配当金の受取額 26 23 

利息の支払額 △7 △5 

法人税等の支払額 △1,023 △70 

その他の支出 △9 △23 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,317 △564 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △964 △601 

差入保証金の回収による収入 240 275 

その他 4 △72 

投資活動によるキャッシュ・フロー △718 △397 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △331 △335 

その他 △67 △64 

財務活動によるキャッシュ・フロー △398 △400 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,434 △1,362 

現金及び現金同等物の期首残高 10,712 9,028 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,277 7,666 
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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