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1.  平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5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8月期第3四半期 73,228 16.0 10,690 130.4 10,413 ― 5,788 ―

21年8月期第3四半期 63,134 ― 4,639 ― △11,447 ― △6,995 ―

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3四半期 113.23 113.22
21年8月期第3四半期 △136.84 ―

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3四半期 72,098 52,018 72.1 1,017.26
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3四半期  52,004百万円 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 97,500 10.4 13,500 47.2 13,500 ― 7,450 ― 145.73



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3四半期 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3四半期  1,150,505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3四半期 51,122,320株 21年8月期第3四半期 51,123,554株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や政府の景気対策の効果などにより一部に景気

回復の兆しが見られたものの、設備投資や個人消費の本格的な改善には至らず、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、雇用や所得環境の先行き不透明感から消費者の節約志向や低価格志向は依然として強

く、また、緩やかなデフレ状況下における業種を超えた価格競争が続くなど、経営環境は大変厳しいものとなりまし

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、新商圏への進出による新規顧客の獲得やメニューの改

善、生産・物流・店舗の各段階における業務の効率化などに継続して取り組むことで、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３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は732億28百万円、営業利益は106億90百万

円、経常利益は104億13百万円、四半期純利益は57億88百万円となりました。 

   

①資産、負債及び純資産 

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は720億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して37億29百万円の増加

となりました。主な要因は、現金及び預金の増加69億57百万円などであります。負債は、主に長期借入金の減少によ

り、前連結会計年度末と比較して10億44百万円減少し、200億80百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末

と比較して47億74百万円増加し、520億18百万円となりました。この結果、自己資本比率は72.1％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の102億円及び減価償却費21億60百万円に対し、買掛金の減

少２億94百万円等により、差引き152億25百万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28億１百万円等により、差引き69億４百万円の支出とな

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40億81百万円等により、49億99百万円の支出となりまし

た。 

  

 平成22年８月期の連結業績予想につきましては、平成22年４月６日に公表いたしました連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

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

（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３四半期連結会計期間末
(平成22年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,639 14,681

テナント未収入金 523 526

商品及び製品 3,221 2,854

原材料及び貯蔵品 390 619

繰延税金資産 989 3,748

未収還付法人税等 － 1,432

その他 1,887 1,908

流動資産合計 28,650 25,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,158 17,502

機械装置及び運搬具（純額） 2,155 2,292

工具、器具及び備品（純額） 1,873 1,458

土地 5,361 5,363

建設仮勘定 70 124

有形固定資産合計 27,619 26,741

無形固定資産 201 234

投資その他の資産   

投資有価証券 1,740 1,532

敷金及び保証金 7,371 6,886

建設協力金 4,075 4,557

繰延税金資産 41 41

その他 2,414 2,620

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 15,626 15,621

固定資産合計 43,447 42,596

資産合計 72,098 68,369



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,018 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 1,725 264

賞与引当金 1,953 759

株主優待引当金 191 213

デリバティブ負債 838 737

その他 3,908 3,301

流動負債合計 17,077 14,033

固定負債   

長期借入金 2,848 6,930

繰延税金負債 14 21

その他 139 140

固定負債合計 3,002 7,091

負債合計 20,080 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 34,879 30,011

自己株式 △1,274 △1,272

株主資本合計 51,224 46,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97 △86

為替換算調整勘定 877 972

評価・換算差額等合計 779 885

新株予約権 14 －

純資産合計 52,018 47,244

負債純資産合計 72,098 68,369



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 63,134 73,228

売上原価 22,022 23,602

売上総利益 41,111 49,625

販売費及び一般管理費 36,471 38,934

営業利益 4,639 10,690

営業外収益   

受取利息 117 114

還付加算金 － 39

その他 17 54

営業外収益合計 134 209

営業外費用   

支払利息 58 49

為替差損 235 327

デリバティブ評価損 593 100

デリバティブ解約損 15,310 －

その他 25 7

営業外費用合計 16,222 485

経常利益又は経常損失（△） △11,447 10,413

特別利益   

補償金収入 66 51

特別利益合計 66 51

特別損失   

減損損失 － 36

固定資産除却損 168 118

店舗閉店損失 146 109

その他 0 －

特別損失合計 315 264

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（△）

△11,696 10,200

法人税、住民税及び事業税 287 1,658

法人税等調整額 △4,988 2,752

法人税等合計 △4,700 4,411

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,995 5,788



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△11,696 10,200

減価償却費 1,959 2,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 644 1,194

株主優待引当金の増減額（△は減少） 23 △22

受取利息及び受取配当金 △117 △114

還付加算金 － △39

支払利息 58 49

為替差損益（△は益） 109 330

デリバティブ評価損 593 100

デリバティブ解約損 15,310 －

固定資産除却損 168 118

店舗閉店損失 146 109

減損損失 － 36

補償金収入 △66 △51

テナント未収入金の増減額（△は増加） 94 2

たな卸資産の増減額（△は増加） △128 △147

その他流動資産の増減額（△は増加） △27 0

買掛金の増減額（△は減少） △531 △294

その他流動負債の増減額（△は減少） △101 85

その他 △191 298

小計 6,245 14,018

利息及び配当金の受取額 68 62

利息の支払額 △64 △47

デリバティブ取引解約による支払額 △15,310 －

法人税等の支払額 △3,130 △281

法人税等の還付額 － 1,472

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,190 15,225



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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 △786 △219

定期預金の預入による支出 － △4,000

有形固定資産の取得による支出 △2,689 △2,801

無形固定資産の取得による支出 △42 △18

敷金・保証金・建設協力金の支出 △416 △379

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 584 537

貸付金の増減額（△は増加） △100 －

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △59 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,509 △6,904

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金による収入 16,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,267 △4,081

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △916 △916

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,814 △4,999

現金及び現金同等物に係る換算差額 △397 △364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,284 2,957

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 11,961 17,639



該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年５月31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３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年５月31日）において、本邦の売上高は、全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３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年５月31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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