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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 8,586 △7.8 176 △44.7 159 △47.2 110 △51.9

21年3月期第2四半期 9,314 ― 318 ― 302 ― 230 ―

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 6.90 ―

21年3月期第2四半期 14.32 ―

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 13,079 3,710 28.4 231.34
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2四半期  3,710百万円 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

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 ― ― ― 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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 16,038,765株 21年3月期第2四半期 16,083,690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２四半期累計期間(2009年4月1日から2009年9月30日まで)におけるわが国経済は、個人消費に持ち
直しの動きが見られ始めたものの、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。 
 主力業態であるジョリーパスタにおきましては、「パスタならジョリーパスタ」をテーマに、専門店と
してのパスタバリエーション強化を図ると共に、季節商品を取り入れたメニューを導入するなど一層のお
いしさを追求してまいりました。 
 当第２四半期累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。 
 しかしながら、消費者マインドの低下等による影響を引き続き受けたことにより、業績は以下のように
なりました。 
 当第２四半期累計期間の業績は、売上高85億86百万円(前年同期比7.8％減)、営業利益1億76百万円(同
44.7％減)、経常利益1億59百万円(同47.2％減)、四半期純利益1億10百万円(同51.9％減)となりました。 
  

当第２四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1億89百万円、敷金・差入保証金
の減少1億26百万円及び有形固定資産の増加2億88百万円により、130億79百万円となりました。 
 負債は、借入金の減少3億78百万円等により、93億69百万円となりました。 
 純資産は、四半期純利益1億10百万円等により、37億10百万円となりました。 
  

2010年3月期の業績につきましては、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２四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２四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２四半期累計期間の「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２四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２四半期累計期間より「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２四半期累計期間の「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7,159千円であります。 

  

・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２四半期会計期間末 
(2009年９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 354,115 543,677

売掛金 77,991 86,354

商品及び製品 66,213 64,287

原材料及び貯蔵品 124,093 119,690

関係会社短期貸付金 89,658 46,074

その他 791,473 899,536

貸倒引当金 △816 △1,027

流動資産合計 1,502,730 1,758,594

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,292,271 2,235,223

土地 2,986,997 2,986,997

その他（純額） 1,319,268 1,087,967

有形固定資産合計 6,598,537 6,310,188

無形固定資産 208,923 235,884

投資その他の資産   

敷金 2,237,807 2,240,690

差入保証金 1,454,071 1,577,850

その他 1,098,889 1,170,740

貸倒引当金 △21,000 △21,000

投資その他の資産合計 4,769,768 4,968,281

固定資産合計 11,577,228 11,514,354

資産合計 13,079,959 13,272,948

負債の部   

流動負債   

買掛金 427,582 444,462

短期借入金 4,050,000 3,850,000

1年内返済予定の長期借入金 1,353,107 1,579,834

未払金 263,956 180,324

未払費用 444,777 491,849

未払法人税等 76,209 127,889

賞与引当金 87,801 121,732

その他 237,671 188,886

流動負債合計 6,941,104 6,984,979

固定負債   

長期借入金 1,517,158 1,868,740

退職給付引当金 187,704 212,737

その他 723,515 604,534
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2009年９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) 

固定負債合計 2,428,377 2,686,012

負債合計 9,369,482 9,670,991

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 453,404 342,678

自己株式 △44,369 △44,339

株主資本合計 3,697,883 3,587,187

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,593 14,769

評価・換算差額等合計 12,593 14,769

純資産合計 3,710,476 3,601,956

負債純資産合計 13,079,959 13,272,948
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

売上高 9,314,714 8,586,464

売上原価 2,757,235 2,559,977

売上総利益 6,557,479 6,026,486

販売費及び一般管理費 6,238,710 5,850,246

営業利益 318,768 176,239

営業外収益   

受取利息 12,561 10,572

受取配当金 3,399 2,404

賃貸収入 84,178 87,240

その他 10,402 5,546

営業外収益合計 110,542 105,764

営業外費用   

支払利息 55,558 52,679

賃貸収入原価 69,541 65,838

その他 2,196 4,049

営業外費用合計 127,296 122,566

経常利益 302,014 159,437

特別利益   

固定資産売却益 3,808 －

受取補償金 897 －

投資有価証券売却益 4,135 －

事業税還付金 － 17,924

その他 1,666 －

特別利益合計 10,507 17,924

特別損失   

店舗閉鎖損失 21,336 －

固定資産除却損 18,584 3,882

投資有価証券評価損 － 8,669

その他 1,830 －

特別損失合計 41,751 12,552

税引前四半期純利益 270,770 164,809

法人税、住民税及び事業税 55,833 54,267

法人税等調整額 △15,314 △184

法人税等合計 40,518 54,083

四半期純利益 230,251 110,726
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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２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009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 270,770 164,809

減価償却費 176,224 244,509

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △211

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,001 △33,931

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,960 △25,033

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除却損 18,584 3,882

受取利息及び受取配当金 △15,961 △12,977

支払利息 55,558 52,679

店舗閉鎖損失 21,336 －

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

固定資産売却損益（△は益） △3,808 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,148 8,363

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,433 △6,328

仕入債務の増減額（△は減少） △70,218 △16,879

未払人件費の増減額（△は減少） △19,740 △36,661

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,092 1,515

未収消費税等の増減額（△は増加） － 170,630

その他 △44,417 128,126

小計 354,157 651,162

利息及び配当金の受取額 5,084 2,638

利息の支払額 △54,648 △53,318

法人税等の支払額 △50,156 △107,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,437 492,621

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 △716,610 △201,471

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 △62 △64

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 △10,086 △649

敷金及び保証金の回収による収入 193,605 －

貸付金の回収による収入 31 －

その他 △278 11,142

投資活動によるキャッシュ・フロー △522,603 △191,042
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2008年４月１日 
 至 2008年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

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） △200,000 200,000

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 △1,217,594 △878,309

自己株式の取得による支出 △295 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △17,793 △69,247

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,435,682 △447,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,703,848 △145,977

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 358,150 443,774
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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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