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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11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 ％

22年8月期第1四半期 24,263 16.7 3,834 280.6 3,750 ― 2,003 ―

21年8月期第1四半期 20,793 ― 1,007 ― △14,310 ― △8,667 ―

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8月期第1四半期 39.20 ―

21年8月期第1四半期 △169.55 ―

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8月期第1四半期 68,600 48,347 70.5 945.72
21年8月期 68,369 47,244 69.1 924.13

（参考） 自己資本  22年8月期第1四半期  48,347百万円 21年8月期  47,244百万円

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8月期 ― ― ― 18.00 18.00

22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

― ― 18.00 18.00

3.  平成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）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

47,000 15.5 6,250 205.5 6,250 ― 3,300 ― 64.55

通期 95,000 7.6 12,000 30.9 12,000 ― 6,500 ― 127.15



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  無  

(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） 

(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 

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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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8月期第1四半期 52,272,342株 21年8月期 52,272,342株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期 1,149,889株 21年8月期 1,149,585株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 51,122,567株 21年8月期第1四半期 51,124,036株



 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、一部に景気の底入れ感がみられるものの、依然として続く厳しい雇用

情勢から消費意欲は低水準にとどまり、また、2006年以来となるデフレ宣言がなされるなど、厳しい状況で推移いた

しました。 

 外食産業におきましても、原材料価格や石油価格は落ち着きを取り戻したものの、景気の先行き不透明感から外食

を控える動きが続くなど、経営環境は大変厳しいものとなりました。また、テレビ放映による認知の高まりから客数

も順調に推移し、お客様の期待に応えるべく、円滑な店舗運営にも取り組んでまいりました。  

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、生産管理技術を駆使することで、商品のさらなる品質向

上と業務の効率化を推進し、より一層の収益力の強化に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は242億63百万円、営業利益は38億34百万

円、経常利益は37億50百万円、四半期純利益は20億３百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は686億円となり、前連結会計年度末と比較して２億31百万円の増加となりま

した。主な要因は、現金及び預金の増加14億22百万円などであります。負債は、主に長期借入金の減少13億60百万円

により、前連結会計年度末と比較して８億72百万円減少し、202億52百万円となりました。純資産は、前連結会計年

度末と比較して11億３百万円増加し、483億47百万円となりました。この結果、自己資本比率は70.5％となりまし

た。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動におきましては、税金等調整前四半期純利益36億40百万円及び減価償却費６億75百万円等に対し、買掛金

の減少３億58百万円等により、差引き46億15百万円の収入となりました。 

 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７億91百万円等により、９億19百万円の支出となりまし

た。 

 財務活動におきましては、長期借入金の返済による支出13億60百万円等により、21億73百万円の支出となりまし

た。 

  

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



 当第1四半期におきましては、テレビ放映による認知度の高まりから客数が堅調に推移したことに加え、店舗運営

の効率化により収益力の向上に努めたこと、また円高による原価率の改善などにより、売上高、営業利益、経常利

益、四半期純利益がいずれも堅調に推移いたしました。 

 今後につきましては、依然として個人消費が不透明な状況で推移すること、テレビ放映による効果が徐々に弱まる

ことが予想されますが、店舗運営の効率化を進め、さらなる収益力の強化に取り組んでいきます。 

 以上により、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、売上高、営業利益、経常利益及び四半

期純利益を以下の通り増額修正いたします。 

 なお、平成21年10月13日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は以

下の通りです。 

（第２四半期連結累計期間） 

  

（通期） 

  

 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。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり
四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 44,800 4,000 4,000 2,050 40 10 

今回修正予想（Ｂ） 47,000 6,250 6,250 3,300 64 55 

増減額（Ｂ－Ａ） 2,200 2,250 2,250 1,250 －   

増減率（％） 4.9 56.3 56.3 61.0 －   

前中間期実績 40,699 2,046 △14,873 △9,133 △178 65 

  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） 93,000 9,400 9,300 4,900 95 85 

今回修正予想（Ｂ） 95,000 12,000 12,000 6,500 127 15 

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 2,600 2,700 1,600 －   

増減率（％） 2.2 27.7 29.0 32.7 －   

前期実績 88,323 9,168 △6,929 △4,896 △95 79 

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）

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,104 14,681

テナント未収入金 457 526

商品及び製品 2,816 2,854

原材料及び貯蔵品 931 619

繰延税金資産 2,228 3,748

未収還付法人税等 1,432 1,432

その他 1,840 1,908

流動資産合計 25,811 25,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,588 17,502

機械装置及び運搬具（純額） 2,279 2,292

工具、器具及び備品（純額） 1,554 1,458

土地 5,366 5,363

建設仮勘定 117 124

有形固定資産合計 26,907 26,741

無形固定資産 229 234

投資その他の資産   

投資有価証券 1,733 1,532

敷金及び保証金 7,021 6,886

建設協力金 4,376 4,557

繰延税金資産 29 41

その他 2,510 2,620

貸倒引当金 △19 △17

投資その他の資産合計 15,653 15,621

固定資産合計 42,789 42,596

資産合計 68,600 68,369



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,953 3,315

1年内返済予定の長期借入金 5,442 5,442

未払法人税等 259 264

賞与引当金 1,368 759

株主優待引当金 197 213

デリバティブ負債 721 737

その他 3,579 3,301

流動負債合計 14,521 14,033

固定負債   

長期借入金 5,569 6,930

繰延税金負債 20 21

その他 142 140

固定負債合計 5,731 7,091

負債合計 20,252 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 31,095 30,011

自己株式 △1,273 △1,272

株主資本合計 47,441 46,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104 △86

為替換算調整勘定 1,011 972

評価・換算差額等合計 906 885

純資産合計 48,347 47,244

負債純資産合計 68,600 68,369



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 20,793 24,263

売上原価 7,574 7,889

売上総利益 13,218 16,374

販売費及び一般管理費 12,211 12,539

営業利益 1,007 3,834

営業外収益   

受取利息 42 32

為替差益 1 －

デリバティブ評価益 － 15

その他 4 2

営業外収益合計 48 50

営業外費用   

支払利息 － 19

為替差損 － 110

デリバティブ評価損 15,342 －

その他 24 4

営業外費用合計 15,366 134

経常利益又は経常損失（△） △14,310 3,750

特別利益   

補償金収入 20 6

特別利益合計 20 6

特別損失   

固定資産除却損 65 39

店舗閉店損失 45 76

特別損失合計 110 115

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△14,401 3,640

法人税、住民税及び事業税 125 107

法人税等調整額 △5,858 1,530

法人税等合計 △5,733 1,637

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,667 2,003



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△14,401 3,640

減価償却費 621 675

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 592 608

株主優待引当金の増減額（△は減少） 27 △16

受取利息及び受取配当金 △42 △32

支払利息 － 19

為替差損益（△は益） 102 110

デリバティブ評価損益（△は益） 15,342 △15

固定資産除却損 65 39

店舗閉店損失 45 76

補償金収入 △20 △6

テナント未収入金の増減額（△は増加） 165 68

たな卸資産の増減額（△は増加） △498 △278

その他流動資産の増減額（△は増加） △159 45

買掛金の増減額（△は減少） △433 △358

その他流動負債の増減額（△は減少） △76 △1

その他 △46 208

小計 1,284 4,787

利息及び配当金の受取額 23 16

利息の支払額 － △19

法人税等の支払額 △1,559 △169

営業活動によるキャッシュ・フロー △250 4,615

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 △310 △219

有形固定資産の取得による支出 △1,048 △791

無形固定資産の取得による支出 △7 △12

敷金・保証金・建設協力金の支出 △159 △63

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 200 181

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △43 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,369 △919

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △1,360

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △776 △812

財務活動によるキャッシュ・フロー △777 △2,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 △632 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,029 1,422

現金及び現金同等物の期首残高 15,245 14,681

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,215 16,104



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結会計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日）及び当第１四半期連結会計期間（自

平成21年９月１日 至平成21年11月30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。 

  

 前第１四半期連結会計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日）及び当第１四半期連結会計期間（自

平成21年９月１日 至平成21年11月30日）において、本邦の売上高は、前セグメントの売上高の合計に占める割

合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

 前第１四半期連結会計期間（自平成20年９月１日 至平成20年11月30日）及び当第１四半期連結会計期間（自

平成21年９月１日 至平成21年11月30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。 

    

 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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