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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3月期第3四半期 4,357 △0.5 127 ― 142 726.1 58 37.2
21年3月期第3四半期 4,377 ― 10 ― 17 ― 42 ―

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3四半期 9.54 9.51
21年3月期第3四半期 6.95 6.93

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3四半期 5,436 4,685 85.6 762.70
21年3月期 5,331 4,643 86.5 757.04

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,653百万円 21年3月期  4,611百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 6,142 5.3 198 ― 220 829.2 99 ― 16.25
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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  有  
(注）詳細は、3～4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(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） 

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3月期第3四半期 6,252,004株 21年3月期  6,252,004株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  150,663株 21年3月期  160,762株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 6,092,413株 21年3月期第3四半期 6,093,615株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化の影響による企業収益の減少、雇用

情勢の悪化による個人消費の弱まりなど、依然として好転の兆しが見えない状況が続いており、景気回復への道のり

は非常に険しいものとなっております。 

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の競争や賃料の高騰等様々な課題が顕在化しておりま

す。また、個人消費が低迷する中、低価格化の進行等により予想以上に売上高の増加が見込めない状況にあります。

このような状況下、当社グループは、平成21年12月カフェ・ルノアールヨドバシAkiba横店を新規オープンいたし

ました。また、平成21年4月カフェ・ミヤマ新宿南口駅前店、5月水道橋西口店、7月日暮里谷中店、8月銀座6丁目

店、10月箱根湯本駅前店、12月立川北口駅前店の6店舗を改装オープンいたしました。 

なお、平成21年4月日本橋本町店、6月西日暮里第2店及び田端東店、9月本郷3丁目店及び鶴見駅前店の5店舗を閉店

いたしましたので、当第3四半期末の店舗数は108店舗になりました。 

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は4,357百万円（前年同期比20百万円減）、営業利益は127百万円

（前年同期比116百万円増）、経常利益は142百万円（前年同期比125百万円増）、四半期純利益は58百万円（前年同

期比15百万円増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、5,436百万円となり前連結会計年度末に比べ105百万円の増加となりまし

た。これは主に、投資その他の資産が108百万円減少したものの、現金及び預金が258百万円増加したこと等によるも

のであります。負債は750百万円となり前連結会計年度末に比べ62百万円の増加となりました。これは主に、未払法

人税等が増加したこと等によるものであります。 

また、純資産は4,685百万円となり前連結会計年度末に比べ42百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金が増加したこと等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,087百万円となり前連結会計

年度末に比べ258百万円増加いたしました。 

当第3四半期連結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335百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が115百万円、減

価償却費が176百万円計上されたこと等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) 

投資活動の結果使用した資金は62百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が120百万

円、敷金及び保証金の回収による収入が118百万円、その他の支出が44百万円あったこと等によるものであります。 

(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14百万円となりました。これは主に、配当金の支払額によるものであります。 

  

平成21年5月14日に公表いたしました連結業績予想から修正はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理の適用） 

固定資産の減価償却の方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

税金費用の計算 

税金費用については当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

株式会社銀座ルノアール（9853）平成22年3月期第3四半期決算短信

3



該当事項はありません。 

（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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,131,186 872,410

売掛金 37,200 25,023

商品 22,827 17,442

繰延税金資産 1,014 1,014

その他 134,240 156,499

流動資産合計 1,326,468 1,072,390

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,053,363 3,125,122

減価償却累計額 △1,802,962 △1,844,659

建物（純額） 1,250,401 1,280,462

工具、器具及び備品 375,207 392,491

減価償却累計額 △329,773 △336,270

工具、器具及び備品（純額） 45,434 56,221

土地 445,103 445,103

その他 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,704 △1,645

その他（純額） 154 213

有形固定資産合計 1,741,092 1,782,000

無形固定資産   

商標権 14,053 15,668

ソフトウエア 12,213 10,371

無形固定資産合計 26,266 26,040

投資その他の資産   

投資有価証券 87,094 87,821

長期貸付金 20,008 23,752

敷金及び保証金 2,081,289 2,183,814

その他 160,597 161,656

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,342,776 2,450,832

固定資産合計 4,110,136 4,258,873

資産合計 5,436,604 5,331,263
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,912 56,996

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 44,548 12,420

賞与引当金 26,050 49,110

株主優待引当金 3,920 14,491

その他 267,207 221,518

流動負債合計 474,637 424,537

固定負債   

退職給付引当金 101,977 98,370

役員退職慰労引当金 94,736 86,019

繰延税金負債 638 460

その他 78,624 78,374

固定負債合計 275,977 263,224

負債合計 750,615 687,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,881,566 2,843,219

自己株式 △69,897 △74,644

株主資本合計 4,645,428 4,602,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,062 8,960

評価・換算差額等合計 8,062 8,960

少数株主持分 32,498 32,206

純資産合計 4,685,989 4,643,501

負債純資産合計 5,436,604 5,331,263
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,377,921 4,357,802

売上原価 534,584 517,825

売上総利益 3,843,336 3,839,976

販売費及び一般管理費 3,832,787 3,712,912

営業利益 10,549 127,064

営業外収益   

受取利息 2,337 1,080

受取配当金 1,170 829

受取家賃 71,688 74,812

その他 7,873 10,526

営業外収益合計 83,069 87,247

営業外費用   

支払利息 989 778

不動産賃貸費用 62,035 64,144

その他 13,300 6,522

営業外費用合計 76,325 71,446

経常利益 17,293 142,865

特別利益   

投資有価証券売却益 103 －

受取補償金 170,000 －

特別利益合計 170,103 －

特別損失   

固定資産廃棄損 83,920 25,562

固定資産売却損 35 －

立退きに伴う費用 12,570 －

その他 1,090 1,500

特別損失合計 97,615 27,062

税金等調整前四半期純利益 89,781 115,803

法人税等 47,895 57,395

少数株主利益又は少数株主損失（△） △472 291

四半期純利益 42,358 58,116
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 89,781 115,803

減価償却費 171,401 176,031

長期前払費用償却額 16,366 20,546

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,212 3,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,754 8,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,885 △23,060

株主優待引当金の増減額(△は減少) △10,823 △10,570

受取利息及び受取配当金 △3,508 △1,909

支払利息 989 778

固定資産売却損益（△は益） 35 －

固定資産廃棄損 83,920 25,562

投資有価証券売却損益（△は益） △103 －

受取補償金 △170,000 －

立退きに伴う費用 12,570 －

売上債権の増減額（△は増加） △12,532 △12,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,997 △5,384

仕入債務の増減額（△は減少） 11,060 5,915

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,896 184

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,726 10,935

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,027 250

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,129 25,815

その他 △4,370 △3,430

小計 127,093 337,616

利息及び配当金の受取額 3,309 1,816

利息の支払額 △909 △725

補償金の受取額 170,000 －

立退きに伴う費用の支払額 △12,570 －

法人税等の支払額 △159,188 △24,951

法人税等の還付額 － 22,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,734 335,877

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 △26,606 △26,734

定期預金の払戻による収入 16,554 26,606

投資有価証券の売却による収入 154 －

有形固定資産の取得による支出 △423,816 △120,474

有形固定資産の売却による収入 0 －

敷金及び保証金の回収による収入 95,059 118,103

敷金及び保証金の差入による支出 △119,438 △19,194

貸付金の回収による収入 － 3,744

その他 △72,028 △44,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,120 △62,278
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 － 3,608

自己株式の取得による支出 △1,356 △356

配当金の支払額 △18,255 △18,201

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,612 △14,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,998 258,648

現金及び現金同等物の期首残高 1,354,471 828,619

現金及び現金同等物の四半期末残高 932,473 1,087,268
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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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