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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3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2四半期 5,032 △4.5 651 12.0 656 14.3 369 21.4
21年9月期第2四半期 5,272 ― 581 ― 574 ― 304 ―

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2四半期 5,497.15 5,488.28
21年9月期第2四半期 4,077.79 ―

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2四半期 8,424 3,498 41.1 51,470.24
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2四半期  3,463百万円 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）
― 3,121.00 3,121.00

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 10,304 1.7 1,340 35.1 1,318 35.0 700 36.9 10,404.43
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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  無  
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2四半期 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2四半期  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2四半期 67,287株 21年9月期第2四半期 74,714株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日～平成22年３月31日）における我が国の経済は、世界的な金融危機

の影響から長期にわたり景気後退の局面が続いておりましたが、好調なアジア経済や政府の経済政策の効果を背景

に、輸出企業を中心に業績回復の兆しが見られ、景気は未だ脆弱ではあるものの、後退局面からゆるやかな回復局面

に推移しております。しかしながら、本格的な企業業績の回復には至っておらず、雇用情勢、所得環境の悪化など個

人消費は低迷を続け、実態経済は依然として厳しい状況で推移しております。 

このような経済状況の中、当社グループでは、お客様から各レストランが「良いレストラン」として評価されるよ

う、レストランの潜在能力及び可能性を 大限に引き出す様々な営業施策や、お客様に「安心」と「安全」を感じて

いただくための様々な取組を実施することで、レストランとしてのブランド力を更に磨き上げ、厳しい経済状況にお

いても安定的に集客することを目指してまいりました。また、前連結会計年度から実施しているゼロベースからの費

用の見直しが全社に行き渡り、予想を上回る利益を確保することが出来ました。 

この結果、売上高5,032百万円（前年同期比4.5％減、前回予想比0.3％増）、営業利益651百万円（同12.0％増、

3.0％増）、経常利益656百万円（同14.3％増、4.1％増）、四半期純利益369百万円（同21.4％増、12.1％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２四半期連結累計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ296百万円増加し、8,424百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が34百万円増加したこと、売掛金が63百万円増加したこと、及び新店の設備投資により

有形固定資産が183百万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46百万円増加し、4,926百万円となりました。これは主に、未払金が118百万

円増加したこと、前受金が20百万円増加したこと、未払法人税等が33百万円増加したこと、及び借入金の返済・社

債の償還等により有利子負債が114百万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250百万円増加し、3,498百万円となりました。これは主に、四半期純利益が

369百万円となった一方で、剰余金の配当による減少106百万円により、利益剰余金が263百万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２四半期連結累計期間における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

34百万円増加し、1,244百万円となりました。当第２四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、獲得した資金は402百万円（前年同期は118百万円の収入）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656百万円（同548百万円）、一方で主な減少項目は、法人税等の支払額が241百万円

（同267百万円）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144百万円（前年同期は44百万円の支出）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122百万円（同132百万円）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220百万円（前年同期は726百万円の収入）となりました。これは主に、有利子

負債の返済等による純支出が115百万円（同913百万円の収入）となったこと、配当金の支払いによる支出が104百

万円（同58百万円）となったことによるものであります。 

   

今後の経営環境は、ゆるやかな景気回復基調にあるものの、レストラン業界において本格的な景気回復を向かえる

のは、来年４月以降と想定しております。 

当第２四半期連結累計期間の業績は前回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、

今後の業績を予想するにあたり、重要な要素となる当連結会計年度の婚礼件数は、平成22年５月７日時点で1,378件

（実施済と予約数を合わせた件数、達成率100.4％）となり、前回予想値1,372件を上回り1,400件（達成率102.0％）

超を臨める段階にあります。既存店においては、前述の通り順調に推移しており、加えて下半期に開店した金沢店

（「ジャルダン ポール・ボキューズ」及び「カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ」）においても順調なスタ

ートを切り、予想を上回る見込みであります。 

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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今後の見通しにつきましては、平成22年３月23日に上方修正して間もない時期であり、現時点では前回予想を変更

せず、売上高10,304百万円（前連結会計年度比1.7％増）、営業利益1,340百万円（同35.1％増）、経常利益1,318百

万円（同35.0％増）、当期純利益700百万円（同36.9％増）を見込んでおります。 

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,274,761 1,240,382

売掛金 398,840 335,346

原材料及び貯蔵品 1,006,962 975,791

繰延税金資産 61,342 70,006

その他 192,975 185,225

貸倒引当金 △792 △794

流動資産合計 2,934,089 2,805,957

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,817,901 3,659,232

減価償却累計額 △578,469 △517,780

建物及び構築物（純額） 3,239,432 3,141,451

機械装置及び運搬具 68,410 68,527

減価償却累計額 △53,265 △49,467

機械装置及び運搬具（純額） 15,145 19,060

工具、器具及び備品 1,405,725 1,254,424

減価償却累計額 △880,736 △847,497

工具、器具及び備品（純額） 524,988 406,927

リース資産 33,100 33,100

減価償却累計額 △9,378 △6,068

リース資産（純額） 23,721 27,031

土地 299,273 299,273

建設仮勘定 2,216 27,791

有形固定資産合計 4,104,777 3,921,535

無形固定資産   

のれん 188,938 226,726

その他 17,283 14,033

無形固定資産合計 206,222 240,759

投資その他の資産   

投資有価証券 3,974 2,794

繰延税金資産 65,985 65,027

敷金及び保証金 997,407 976,384

その他 131,499 135,490

貸倒引当金 △22,033 △22,062

投資その他の資産合計 1,176,833 1,157,634

固定資産合計 5,487,833 5,319,930

繰延資産   

社債発行費 2,459 1,785
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 2,459 1,785

資産合計 8,424,383 8,127,673

負債の部   

流動負債   

買掛金 535,065 513,652

短期借入金 1,200,000 1,200,000

1年内償還予定の社債 89,500 354,000

1年内返済予定の長期借入金 184,332 134,332

リース債務 6,539 6,473

未払金 281,633 163,081

未払費用 201,954 197,222

未払法人税等 293,022 260,000

未払消費税等 34,088 44,327

前受金 373,122 352,345

その他 67,006 92,115

流動負債合計 3,266,264 3,317,550

固定負債   

社債 220,500 140,000

長期借入金 1,409,838 1,387,004

リース債務 17,521 20,807

その他 12,254 14,335

固定負債合計 1,660,113 1,562,147

負債合計 4,926,378 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 2,107,158 1,844,123

自己株式 △470,233 △470,233

株主資本合計 3,377,564 3,114,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,383 683

為替換算調整勘定 84,330 98,036

評価・換算差額等合計 85,713 98,719

新株予約権 34,726 34,726

純資産合計 3,498,004 3,247,975

負債純資産合計 8,424,383 8,127,673
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,272,662 5,032,846

売上原価 2,425,418 2,178,325

売上総利益 2,847,243 2,854,521

販売費及び一般管理費 ※1  2,265,564 ※1  2,203,195

営業利益 581,679 651,326

営業外収益   

受取利息 1,059 315

為替差益 － 7,273

協賛金収入 4,958 3,412

その他 9,406 12,209

営業外収益合計 15,425 23,211

営業外費用   

支払利息 19,512 17,159

為替差損 2,729 －

その他 72 407

営業外費用合計 22,314 17,566

経常利益 574,790 656,970

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 548,409 656,970

法人税、住民税及び事業税 223,851 279,858

法人税等調整額 19,890 7,225

法人税等合計 243,742 287,084

四半期純利益 304,667 369,886
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,310,590 2,248,493

売上原価 1,089,950 1,008,274

売上総利益 1,220,639 1,240,218

販売費及び一般管理費 ※1  1,089,884 ※1  1,070,301

営業利益 130,755 169,917

営業外収益   

受取利息 652 247

為替差益 － 4,673

協賛金収入 2,345 1,067

業務受託手数料 2,500 1,666

その他 2,579 4,784

営業外収益合計 8,076 12,440

営業外費用   

支払利息 10,175 8,422

為替差損 3,444 －

その他 63 216

営業外費用合計 13,683 8,638

経常利益 125,149 173,718

税金等調整前四半期純利益 125,149 173,718

法人税、住民税及び事業税 68,337 96,722

法人税等調整額 10,347 △16,343

法人税等合計 78,685 80,379

四半期純利益 46,464 93,339
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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   

税金等調整前四半期純利益 548,409 656,970

減価償却費 130,360 119,826

のれん償却額 37,787 37,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48 △30

受取利息及び受取配当金 △1,059 △329

支払利息 19,512 17,159

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） 3,107 △63,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △185,895 △32,268

仕入債務の増減額（△は減少） △10,019 22,287

未払金の増減額（△は減少） △29,578 △56,122

未払費用の増減額（△は減少） △31,673 10,363

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,000 △5,500

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,144 △10,238

前受金の増減額（△は減少） △30,351 20,615

その他 1,670 △54,056

小計 398,721 663,237

利息及び配当金の受取額 1,059 329

利息の支払額 △13,033 △20,151

法人税等の支払額 △267,851 △241,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,896 402,080

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 △132,358 △122,265

敷金及び保証金の差入による支出 △12,644 △21,787

敷金及び保証金の回収による収入 220 428

貸付けによる支出 △700 △780

貸付金の回収による収入 687 371

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,795 △144,033

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） 600,000 －

長期借入れによる収入 200,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △67,166 △77,166

社債の発行による収入 197,782 148,926

社債の償還による支出 △14,000 △334,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,631 △3,220

自己株式の取得による支出 △128,467 －

配当金の支払額 △58,585 △104,608

財務活動によるキャッシュ・フロー 726,931 △220,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,335 △3,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 779,697 34,379

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  1,754,569 ※1  1,244,761
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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。 

  

 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

６．その他の情報
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