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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 2,056 6.5 264 5.1 265 5.2 147 6.9
21年12月期第1四半期 1,930 ― 251 ― 252 ― 137 ―

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12月期第1四半期 44.45 ―

21年12月期第1四半期 41.60 ―

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12月期第1四半期 5,889 4,675 79.4 1,410.42
21年12月期 5,806 4,588 79.0 1,384.30

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  4,675百万円 21年12月期  4,588百万円

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12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,979 4.7 461 2.2 466 2.0 255 1.5 77.14

通期 8,365 7.7 1,091 16.3 1,102 16.3 602 15.0 181.64
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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、４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） 

(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12月期第1四半期 3,315,000株 21年12月期  3,315,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 3,315,000株 21年12月期第1四半期 3,315,000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。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの動きが見られるものの、民間設備投資や雇

用・所得環境は依然として厳しく、デフレの影響も懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。 

 外食業界におきましては、雇用不安、所得減少を抱える消費者の生活防衛意識は強く、また、お客様のニーズが多

様化し、企業の独自性、商品の付加価値の差などにより、企業によって明暗が分かれる形となっております。 

 このような環境の中、当社は増収増益を達成することができました。「お客様第一で顧客創造します」の企業理念

に基づき、継続的にお客様に喜んでいただけるメニュー開発に取り組んでまいりました。平成21年12月に主力商品で

あるロースステーキの価格を引き下げ、３月にはサーロインステーキを導入するとともに、価格据え置きでステーキ

およびハンバーグを10ｇ増量いたしました。その結果、多くのお客様にご来店いただき、13ヶ月連続で既存店来客数

前年比が100％以上を達成することができました。また、販促活動につきましては、平成21年12月より全店にて開始

したキッズクラブ（小学生以下を対象としたお誕生日等のイベント企画）は、２万名を超える会員数を集めることが

でき、ファン作りに努めました。 

売上原価につきましては、工場移転に伴い減価償却費等の経費が増加いたしましたが、徹底した仕入価格の見直

し等を行い、原価率を前年同期比で0.2ポイント低減できました。また、ファクトリー（自社工場）では３月より品

質管理室が本格稼動し、さらなる衛生管理、検査体制の強化を図ることが可能となり、お客様により安全・安心な商

品を提供することができるようになりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、水道光熱費の削減や採用教育費の低減ができましたが、固定客作りとし

て行ったドリンクバーの無料券の配付による販売促進費や新規出店に伴うパート・アルバイトの人件費の増加等があ

り、販管費比率は前年同期比で0.3ポイント増加いたしました。 

新規出店につきましては、平成22年１月12日に「ブロンコビリー東久留米店」（東京都東久留米市）の１店舗を

開店し、予想を上回る盛況なスタートができた一方、２月28日をもって「ブロンコビリー尾張旭店」（愛知県尾張旭

市）を移転のため閉店したことにより、愛知県32店舗、岐阜県11店舗、三重県６店舗、静岡県７店舗、東京都３店

舗、埼玉県３店舗の合計62店舗になりました。 

なお、４月５日に「ブロンコビリー長久手図書館通店」（愛知県愛知郡長久手町）を開店するとともに、既存店

の活性化を目的として、売上高上位の店舗の改装を行う予定であります。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高20億56百万円（前年同期比6.5％増）、営業利益２億64百万

円（同5.1％増）、経常利益２億65百万円（同5.2％増）、四半期純利益１億47百万円（同6.9％増）となりました。 

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当第１四半期末の資産合計は58億89百万円（前事業年度末58億６百万円）となり82百万円増加いたしました。そ

の主な要因は、流動資産が現金及び預金等の増加により96百万円増加した一方、新規出店および減価償却費の計上

等により固定資産が13百万円減少したこと等によります。 

（負債） 

 当第１四半期末の負債合計は12億13百万円（前事業年度末12億17万円）となり３百万円減少いたしました。その

主な要因は、短期借入金が83百万円増加した一方、未払法人税等が１億10百万円減少したこと等によります。 

（純資産） 

 当第１四半期末の純資産合計は46億75百万円（前事業年度末45億88百万円）となり86百万円増加し、自己資本比

率は79.4％（前事業年度末は79.0％）となりました。その主な要因は、四半期純利益の増加と配当金の支払により

繰越利益剰余金が81百万円増加したこと等によります。 

  

（2） キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、９億50百万円（前事業年度末７

億98百万円）となり１億51百万円増加いたしました。 

 当第１四半期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２億53百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益２億62百万円、

減価償却費92百万円あった一方、法人税等を２億23百万円支払ったこと等によります。 

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
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（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81百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により64百万円支出

したこと等によります。 

（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19百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額が83百万円あった一

方、配当金の支払が55百万円、長期借入金の返済による支出が31百万円、社債の償還による支出が16百万円あった

こと等によります。 

  

 平成22年１月27日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変更

はありません。  

  

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。  

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１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,150 1,524,120

売掛金 20,226 23,284

商品及び製品 16,148 29,587

原材料及び貯蔵品 42,902 76,610

その他 109,048 123,563

流動資産合計 1,873,477 1,777,166

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,230,202 2,215,571

構築物（純額） 224,946 220,185

工具、器具及び備品（純額） 294,097 307,613

土地 276,207 276,207

その他（純額） 54,142 72,536

有形固定資産合計 3,079,596 3,092,114

無形固定資産 118,252 118,072

投資その他の資産   

差入保証金 516,970 520,299

その他 300,887 298,770

投資その他の資産合計 817,857 819,070

固定資産合計 4,015,706 4,029,257

資産合計 5,889,183 5,806,424

負債の部   

流動負債   

買掛金 220,180 208,678

短期借入金 192,200 108,500

1年内償還予定の社債 32,000 32,000

1年内返済予定の長期借入金 79,968 88,166

未払金 358,026 365,372

未払法人税等 122,836 233,385

賞与引当金 47,324 12,344

その他 79,995 48,921

流動負債合計 1,132,531 1,097,368

固定負債   

社債 24,000 40,000

長期借入金 37,565 60,874

その他 19,540 19,211

固定負債合計 81,105 120,085

負債合計 1,213,636 1,217,453
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,337 803,337

資本剰余金 713,337 713,337

利益剰余金 3,154,488 3,073,434

株主資本合計 4,671,163 4,590,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,383 △1,139

評価・換算差額等合計 4,383 △1,139

純資産合計 4,675,547 4,588,970

負債純資産合計 5,889,183 5,806,424
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,930,479 2,056,549

売上原価 566,680 600,008

売上総利益 1,363,798 1,456,540

販売費及び一般管理費 1,111,833 1,191,665

営業利益 251,965 264,875

営業外収益   

受取利息 910 553

受取賃貸料 5,400 5,160

協賛金収入 2,228 2,305

その他 551 334

営業外収益合計 9,091 8,352

営業外費用   

支払利息 1,814 859

賃貸費用 4,879 4,752

その他 1,600 1,672

営業外費用合計 8,295 7,283

経常利益 252,761 265,944

特別利益   

固定資産売却益 － 160

特別利益合計 － 160

特別損失   

固定資産除売却損 79 3,204

投資有価証券評価損 234 －

店舗閉鎖損失 4,850 －

特別損失合計 5,163 3,204

税引前四半期純利益 247,597 262,900

法人税、住民税及び事業税 104,525 117,703

法人税等調整額 5,172 △2,157

法人税等合計 109,697 115,546

四半期純利益 137,900 147,353
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 247,597 262,900

減価償却費 86,934 92,796

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,231 34,980

受取利息及び受取配当金 △910 △553

支払利息 2,437 867

固定資産除売却損益（△は益） 79 3,044

店舗閉鎖損失 4,850 －

投資有価証券評価損益（△は益） 234 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,066 47,146

売上債権の増減額（△は増加） 3,383 3,057

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,312 3,002

仕入債務の増減額（△は減少） △53,537 11,501

未払金の増減額（△は減少） △6,982 △29,457

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,640 50,196

その他 191 △2,562

小計 349,528 476,920

利息及び配当金の受取額 910 553

利息の支払額 △3,262 △1,253

法人税等の支払額 △213,222 △223,205

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,954 253,014

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 △9,775 △11,135

有形固定資産の取得による支出 △66,681 △64,641

有形固定資産の売却による収入 － 1,142

無形固定資産の取得による支出 － △6,014

有形固定資産の除却による支出 △4,904 △2,981

差入保証金の差入による支出 － △2,710

差入保証金の回収による収入 5,165 －

建設協力金の回収による収入 6,803 6,039

保険積立金の積立による支出 △1,621 △1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,013 △81,921

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） 211,400 83,700

長期借入金の返済による支出 △80,006 △31,507

割賦債務の返済による支出 △10,532 △195

社債の償還による支出 △16,000 △16,000

配当金の支払額 △109,017 △55,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,155 △19,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,785 151,894

現金及び現金同等物の期首残高 777,029 798,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 835,815 950,148
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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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