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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10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9月期第1四半期 2,784 △6.0 481 6.8 483 7.5 276 7.1
21年9月期第1四半期 2,962 ― 450 ― 449 ― 258 ―

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9月期第1四半期 4,109.97 ―
21年9月期第1四半期 3,423.69 ―

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9月期第1四半期 8,181 3,408 41.2 50,139.44
21年9月期 8,127 3,247 39.5 47,754.39

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  3,373百万円 21年9月期  3,213百万円

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9月期 ― ― ― 1,588.00 1,588.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
― ― 2,342.00 2,342.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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  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

第2四半期 
連結累計期間

4,818 △8.6 431 △25.9 420 △26.8 192 △36.8 2,860.50

通期 10,188 0.5 1,101 11.0 1,078 10.5 525 2.7 7,806.73
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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  
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) 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 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ 
いては、３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下さい。 

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9月期第1四半期 75,768株 21年9月期  75,768株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  8,481株 21年9月期  8,481株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 67,287株 21年9月期第1四半期 75,417株
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 当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）における我が国の経済は、各国政府の経済対

策やアジアを中心とした対外環境の改善により一部に景気の底入れ感が見られたものの、失業率の上昇や所得の減少

等により、消費者の生活防衛意識や節約志向は依然として強く、個人消費は低迷基調のまま推移いたしました。更

に、円高、株価下落、デフレ局面等を背景とした企業業績への懸念等、景気の先行きへの不透明感は依然として強い

状況が続いております。 

前連結会計年度から続くこのような経済状況におけるレストラン業界の消費動向は、対価に対しより信頼のおける

安心感のあるレストランに集約される傾向にあり、レストランブランドの確立を目指してきた当社グループにとりま

しては、むしろ好機を迎えていると言えます。 

この好機を捉え、前連結会計年度に引続き、各レストランの潜在能力及び可能性を最大限に引き出す様々な営業施

策を実施してまいりました。また、前連結会計年度に引続き、利益体質への変換を進め、大幅な費用削減を実施いた

しました。 

 この結果、売上高2,784百万円（前年同期比6.0％減、当初予想比8.2％増）、営業利益481百万円（同6.8％増、

34.8％増）、経常利益483百万円（同7.5％増、35.7％増）、四半期純利益276百万円（同7.1％増、57.8％増）と、想

定以上の好成績を収めることが出来ました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ54百万円増加し、8,181百万円となりました。こ 

れは主に、現金及び預金が36百万円減少したこと、売掛金が98百万円増加したこと、繰延税金資産が23百万円減少し

たこと、及び新店の設備投資により有形固定資産が19百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ106百万円減少し、4,773百万円となりました。これは主に、前受金が110百万

円減少したことによるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ160百万円増加し、3,408百万円となりました。これは主に、四半期純利益が276

百万円となった一方で、剰余金の配当による減少106百万円により、利益剰余金が169百万円増加したことによるもの

であります。 

②キャッシュフローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会 

計年度末に比べ36百万円減少し、1,173百万円となりました。当第１四半期連結会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、獲得した資金は123百万円（前年同期は13百万円の収入）となりました。主な増加項目は、税金 

等調整前四半期純利益が483百万円（同423百万円）、一方で主な減少項目は、法人税等の支払額が241百万円（同 

261百万円）、前受金の減少が110百万円（同121百万円）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、支出した資金は85百万円（前年同期は20百万円の支出）となりました。これは主に、有形及び 

無形固定資産の取得による支出が72百万円（同116百万円）となったこと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、支出した資金は71百万円（前年同期は272百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の 

支払いによる支出が69百万円（同34百万円）となったことによるものであります。 

   

 今後の経営環境は、一部で景気の底打ち感が見られるものの、個人消費の低迷、企業業績への懸念等、景気の先行

きへの不透明感は依然として強く、予断を許さない状況が続いております。 

 当第１四半期連結会計期間の業績は当初予想を上回る成績を収め、直近の業績も堅調に推移しております。また、

婚礼施策におきましては、当連結会計年度に実施する婚礼成約数が、平成22年２月12日時点で1,221件（実施済と予

約数を合わせた件数）となり、約８ヶ月を残し当初予想値1,350件に対し90.4％を達成いたしました。前年同期と比

較すると、前連結会計年度婚礼総数1,375件に対し平成21年２月13日時点の成約数が1,200件（達成率87.2％）であ

り、現時点での成約数が前年同期を上回っていることから、確実に当初予想値を超える見込みであります。 

今後の見通しにつきましては、当初予想を上回る見込みではありますが、今後の経済の成行きを見定め、第２四半

期決算時に結論を出す予定であります。従って現時点ではあえて変更せず、平成21年11月12日に公表しました「平成

21年９月期 決算短信」のとおり、売上高10,188百万円（前連結会計年度比0.5％増）、営業利益1,101百万円（同

11.0％増）、経常利益1,078百万円（同10.5％増）、当期純利益525百万円（同2.7％増）を見込んでおります。 

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
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該当事項はありません。  

  

１．たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切り下げを行う方法によっております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算出しております。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計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場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタック 

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

該当事項はありません。 

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
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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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,203,877 1,240,382

売掛金 433,982 335,346

原材料及び貯蔵品 986,103 975,791

繰延税金資産 46,527 70,006

その他 180,597 185,225

貸倒引当金 △750 △794

流動資産合計 2,850,337 2,805,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,653,576 3,659,232

減価償却累計額 △547,058 △517,780

建物及び構築物（純額） 3,106,518 3,141,451

機械装置及び運搬具 68,403 68,527

減価償却累計額 △51,476 △49,467

機械装置及び運搬具（純額） 16,926 19,060

工具、器具及び備品 1,289,987 1,254,424

減価償却累計額 △860,887 △847,497

工具、器具及び備品（純額） 429,099 406,927

リース資産 33,100 33,100

減価償却累計額 △7,723 △6,068

リース資産（純額） 25,376 27,031

土地 299,273 299,273

建設仮勘定 63,644 27,791

有形固定資産合計 3,940,839 3,921,535

無形固定資産   

のれん 207,832 226,726

その他 12,857 14,033

無形固定資産合計 220,689 240,759

投資その他の資産   

投資有価証券 2,746 2,794

繰延税金資産 64,955 65,027

敷金及び保証金 989,322 976,384

その他 133,270 135,490

貸倒引当金 △22,063 △22,062

投資その他の資産合計 1,168,231 1,157,634

固定資産合計 5,329,760 5,319,930

繰延資産   

社債発行費 1,601 1,785
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（単位：千円）

当第１四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９月30日) 

繰延資産合計 1,601 1,785

資産合計 8,181,698 8,127,673

負債の部   

流動負債   

買掛金 543,163 513,652

短期借入金 1,200,000 1,200,000

1年内償還予定の社債 354,000 354,000

1年内返済予定の長期借入金 134,332 134,332

リース債務 6,506 6,473

未払金 123,868 163,081

未払費用 200,698 197,222

未払法人税等 191,000 260,000

未払消費税等 65,931 44,327

前受金 241,746 352,345

その他 152,526 92,115

流動負債合計 3,213,772 3,317,550

固定負債   

社債 140,000 140,000

長期借入金 1,387,004 1,387,004

リース債務 19,168 20,807

その他 13,294 14,335

固定負債合計 1,559,467 1,562,147

負債合計 4,773,240 4,879,698

純資産の部   

株主資本   

資本金 974,715 974,715

資本剰余金 765,925 765,925

利益剰余金 2,013,818 1,844,123

自己株式 △470,233 △470,233

株主資本合計 3,284,225 3,114,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 654 683

為替換算調整勘定 88,852 98,036

評価・換算差額等合計 89,507 98,719

新株予約権 34,726 34,726

純資産合計 3,408,458 3,247,975

負債純資産合計 8,181,698 8,127,673
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,962,072 2,784,353

売上原価 1,335,468 1,170,050

売上総利益 1,626,603 1,614,302

販売費及び一般管理費 1,175,680 1,132,893

営業利益 450,923 481,409

営業外収益   

受取利息 407 67

為替差益 714 2,599

協賛金収入 2,613 2,345

広告料収入 － 2,581

その他 4,327 3,176

営業外収益合計 8,063 10,770

営業外費用   

支払利息 9,336 8,737

その他 9 191

営業外費用合計 9,346 8,928

経常利益 449,640 483,251

特別損失   

店舗閉鎖損失 26,380 －

特別損失合計 26,380 －

税金等調整前四半期純利益 423,260 483,251

法人税、住民税及び事業税 155,513 183,135

法人税等調整額 9,543 23,569

法人税等合計 165,057 206,704

四半期純利益 258,203 276,547
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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 423,260 483,251

減価償却費 67,179 56,998

のれん償却額 18,893 18,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） △209 △43

受取利息及び受取配当金 △407 △81

支払利息 9,336 8,737

株式報酬費用 4,167 －

店舗閉鎖損失 26,380 －

売上債権の増減額（△は増加） △96,511 △98,148

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,045 △11,482

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,569 △3,015

仕入債務の増減額（△は減少） 167,628 30,015

未払金の増減額（△は減少） △37,771 △39,213

未払費用の増減額（△は減少） 50,694 5,961

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△6,600 △10,800

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,020 21,603

前受金の増減額（△は減少） △121,144 △110,650

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,563 △1,563

その他 21,630 19,263

小計 278,330 369,728

利息及び配当金の受取額 407 81

利息の支払額 △2,924 △5,279

法人税等の支払額 △261,913 △241,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,899 123,195

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △116,426 △72,859

敷金及び保証金の差入による支出 △4,402 △13,135

貸付金の回収による収入 312 164

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,516 △85,830

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） 400,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,049 △1,605

自己株式の取得による支出 △92,565 －

配当金の支払額 △34,338 △69,549

財務活動によるキャッシュ・フロー 272,046 △71,155

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,992 △2,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 255,437 △36,505

現金及び現金同等物の期首残高 974,872 1,210,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,230,309 1,173,877
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該当事項はありません。 

  

 当社グループは、料理飲食店として同一セグメントの事業を行っており、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。 

  

 日本の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

   

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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