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1.  22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 99,459 12.6 14,365 56.7 14,022 ― 7,842 ―

21年8月期 88,323 4.0 9,168 22.2 △6,929 ― △4,896 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年8月期 153.40 153.39 15.5 19.7 14.4
21年8月期 △95.79 ― ― ― 10.4

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  ―百万円 21年8月期  ―百万円

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 74,102 53,906 72.7 1,054.06
21年8月期 68,369 47,244 69.1 924.13

（参考） 自己資本   22年8月期  53,885百万円 21年8月期  47,244百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年8月期 19,674 △4,725 △6,376 22,654
21年8月期 △6,281 △5,258 11,452 14,681

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年8月期 ― ― ― 18.00 18.00 920 ― 1.8
22年8月期 ― ― ― 18.00 18.00 920 11.7 1.8

23年8月期 
（予想）

― ― ― 18.00 18.00 ―

3.  23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31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）

 

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

48,300 0.9 5,850 △15.9 5,850 △13.6 2,300 △39.3 44.99

通期 102,500 3.1 14,600 1.6 14,600 4.1 7,200 △8.2 140.84



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、14ページ「１株当たり情報」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8月期 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  1,150,699株 21年8月期  1,149,585株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年8月期の個別業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期 96,231 11.9 14,104 59.1 13,669 ― 7,628 ―

21年8月期 85,985 3.9 8,864 20.7 △7,306 ― △5,118 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年8月期 149.22 149.21
21年8月期 △100.11 ―

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 72,017 52,142 72.4 1,019.54
21年8月期 66,257 45,408 68.5 888.22

（参考） 自己資本 22年8月期  52,120百万円 21年8月期  45,408百万円

2.  23年8月期の個別業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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）

※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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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

46,100 △0.7 5,700 △16.5 5,700 △13.7 2,200 △40.2 43.03

通期 97,300 1.1 14,300 1.4 14,300 4.6 7,000 △8.2 136.93



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外の新興国市場の回復による輸出の増加や政府による景気対策の効果

等により回復の兆しが見られたものの、円高の進行による日本経済への影響が懸念され始めるなど、景気の先行き

が不透明な状況で推移いたしました。 

外食産業におきましても、雇用や所得への不安から消費者心理は依然低迷を続け、デフレ傾向の継続を背景に企

業間の価格競争が激しさを増すなど、企業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況が続きました。 

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、プロジェクトによ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、当連結会計年度における当社グループの売上高は994億59百万円、営業利益は143億65百万円、経常利

益は140億22百万円、当期純利益は78億42百万円となりました。 

  

(来期の見通し） 

 来期におきましても、景気は引き続き不透明な状況が続くことが予想され、依然として厳しい経営環境が続くもの

と思われます。従いまして、当社といたしましては、連結売上高1,025億円、営業利益146億円、当期純利益72億円を

見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は741億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して57億33百万円の増加となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の増加12億97百万円などであります。  

 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9億29百万円減少し、201億95百万円となりま

した。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して66億62百万円増加し、539億6百万円となりました。この結果、自己資本比

率は72.7％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動におきましては、税金等調整前当期純利益が135億90百万円計上されたこと等により、前期比で259億

56百万円増加し、196億74百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 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42億57百万円等により、前期比で5億32百万円減少

し、47億25百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動におきましては、長期借入金の返済54億42百万円等により、前期比で178億28百万円減少し、63億76

百万円の支出となりました。 

（現金及び現金同等物の期末残高） 

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比して79億72百万円増加し、226億54百万円となりま

した。 

  

１．経営成績



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）自己資本比率(％)：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

債務償還年数(年)：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。営業キ

ャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー使用しております。有

利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※ 平成21年８月期の債務償却年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッ

シュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主並びに一般投資家保護の基本原則を十分認識し、経営基盤の確保とROE（株主資本利益率）の向上

を念頭に置いて、安定的な配当を基本とし、業績に応じて株主還元を積極的に行うことを基本方針としておりま

す。 

 また、内部留保資金は、新たな成長につながる店舗および自社工場などの設備投資に充当していく所存でありま

す。なお、当期並びに次期の配当は、前期と同様に、1株当たり期末配当18円の配当を予定しております。 

 近の有価証券報告書（平成21年11月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 平成21年8月期決算短信（平成21年10月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.saizeriya.co.jp/ 

  

  平成21年８月期 平成22年８月期 

自己資本比率（％）  69.1  72.7

時価ベースの自己資本比率（％）  115.2  112.9

債務償還年数(年)  －  0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  303.0

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,681 22,654

テナント未収入金 526 679

商品及び製品 2,854 3,147

原材料及び貯蔵品 619 536

繰延税金資産 3,748 975

未収還付法人税等 1,432 －

その他 1,908 1,935

流動資産合計 25,772 29,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,502 18,249

機械装置及び運搬具（純額） 2,292 2,132

工具、器具及び備品（純額） 1,458 1,975

土地 5,363 5,357

リース資産（純額） － 169

建設仮勘定 124 154

有形固定資産合計 26,741 28,038

無形固定資産 234 208

投資その他の資産   

投資有価証券 1,532 2,161

敷金及び保証金 6,886 7,411

建設協力金 4,557 3,914

繰延税金資産 41 45

その他 2,620 2,410

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 15,621 15,924

固定資産合計 42,596 44,172

資産合計 68,369 74,102



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,315 3,473

1年内返済予定の長期借入金 5,442 5,442

リース債務 － 7

未払法人税等 264 3,152

賞与引当金 759 1,205

株主優待引当金 213 207

デリバティブ負債 737 782

その他 3,301 4,132

流動負債合計 14,033 18,403

固定負債   

長期借入金 6,930 1,488

リース債務 － 164

繰延税金負債 21 7

その他 140 131

固定負債合計 7,091 1,792

負債合計 21,125 20,195

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 30,011 36,933

自己株式 △1,272 △1,274

株主資本合計 46,358 53,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △86 △80

為替換算調整勘定 972 686

評価・換算差額等合計 885 606

新株予約権 － 21

純資産合計 47,244 53,906

負債純資産合計 68,369 74,102



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 88,323 99,459

売上原価 30,250 32,035

売上総利益 58,072 67,423

販売費及び一般管理費 48,904 53,057

営業利益 9,168 14,365

営業外収益   

受取利息 154 161

還付加算金 － 39

補助金収入 － 27

その他 33 32

営業外収益合計 187 260

営業外費用   

支払利息 80 68

為替差損 297 479

デリバティブ評価損 576 44

デリバティブ解約損 15,310 －

その他 21 11

営業外費用合計 16,286 603

経常利益又は経常損失（△） △6,929 14,022

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 256 106

固定資産除却損 216 166

店舗閉店損失 155 208

その他 0 －

特別損失合計 629 482

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△7,492 13,590

法人税、住民税及び事業税 439 2,992

法人税等調整額 △3,035 2,755

法人税等合計 △2,595 5,748

当期純利益又は当期純損失（△） △4,896 7,842



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

前期末残高 35,883 30,011

当期変動額   

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △4,896 7,842

連結子会社の増加に伴う減少額 △54 －

当期変動額合計 △5,872 6,922

当期末残高 30,011 36,933

自己株式   

前期末残高 △1,270 △1,272

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △1,272 △1,274

株主資本合計   

前期末残高 52,232 46,358

当期変動額   

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △4,896 7,842

自己株式の取得 △2 △1

連結子会社の増加に伴う減少額 △54 －

当期変動額合計 △5,874 6,920

当期末残高 46,358 53,278



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △66 △86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 6

当期変動額合計 △19 6

当期末残高 △86 △80

為替換算調整勘定   

前期末残高 2,189 972

当期変動額   

連結子会社の増加に伴う減少額 △8 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,208 △285

当期変動額合計 △1,216 △285

当期末残高 972 686

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,122 885

当期変動額   

連結子会社の増加に伴う減少額 △8 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,228 △278

当期変動額合計 △1,236 △278

当期末残高 885 606

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 21

当期変動額合計 － 21

当期末残高 － 21

純資産合計   

前期末残高 54,354 47,244

当期変動額   

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △4,896 7,842

自己株式の取得 △2 △1

連結子会社の増加に伴う減少額 △63 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,228 △257

当期変動額合計 △7,110 6,662

当期末残高 47,244 53,906



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△7,492 13,590

減価償却費 2,694 3,023

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） 58 446

株主優待引当金の増減額（△は減少） △10 △5

受取利息及び受取配当金 △154 △161

還付加算金 － △39

支払利息 80 68

為替差損益（△は益） 268 500

デリバティブ評価損益（△は益） 576 44

デリバティブ解約損 15,310 －

固定資産除却損 216 166

店舗閉店損失 155 208

減損損失 256 106

補償金収入 △66 △51

テナント未収入金の増減額（△は増加） 76 △153

たな卸資産の増減額（△は増加） △158 △234

その他の流動資産の増減額（△は増加） 70 △64

買掛金の増減額（△は減少） △114 171

その他の流動負債の増減額（△は減少） △63 370

その他 471 480

小計 12,176 18,468

利息及び配当金の受取額 86 95

利息の支払額 △86 △64

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 △3,147 △296

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 △6,281 19,674

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 △1,087 △622

有形固定資産の取得による支出 △3,637 △4,257

無形固定資産の取得による支出 △44 △41

敷金・保証金・建設協力金の支出 △629 △511

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 289 734

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） △48 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,258 △4,725



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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 △3,628 △5,442

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △917 △917

その他 － △14

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,452 △6,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △597 △600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △683 7,972

現金及び現金同等物の期首残高 15,245 14,681

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 120 －

現金及び現金同等物の期末残高 14,681 22,654



 該当事項はありません。 

  

 近の有価証券報告書（平成21年11月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。  

  

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、有価

証券、退職給付、税効果会計、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

注記事項

（開示の省略）



前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年９月１日

至 平成22年８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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 2,393百万円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、17,299百万円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金、長期預金）及び管理部門に係る資産であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,784百万円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、24,961百万円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金、長期預金）及び管理部門に係る資産であります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年９月１

日 至 平成22年８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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
豪州

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  85,985  －  2,337  88,323  －  88,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,314  －  3,314  △3,314  －

計  85,985  3,314  2,337  91,637  △3,314  88,323

営業費用  74,728  3,062  2,255  80,046  △891  79,155

営業利益（又は損失△）  11,257  251  82  11,590  △2,422  9,168

Ⅱ 資産  45,110  5,233  1,039  51,383  16,985  68,369

  
日本 

（百万円） 
豪州

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  96,231  －  3,227  99,459  －  99,459

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,706  －  3,706  △3,706  －

計  96,231  3,706  3,227  103,165  △3,706  99,459

営業費用  79,342  3,557  3,120  86,020  △926  85,093

営業利益（又は損失△）  16,888  148  107  17,145  △2,780  14,365

Ⅱ 資産  42,368  5,341  1,765  49,475  24,626  74,102

ｃ．海外売上高



 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

該当事項はありません。  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 円 924.13

１株当たり当期純損失金額 円 95.79

１株当たり純資産額 円 1,054.06

１株当たり当期純利益金額 円  153.40

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
円  153.39

  
前連結会計年度

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △4,896  7,842

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △4,896  7,842

期中平均株式数（千株）  51,123  51,124

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

旧商法に基づく新株引受権8,788

株。 

旧商法に基づく新株引受権4,394

株。第3－1回新株予約権240個。

第3－2回新株予約権905個。 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,706 19,901

テナント未収入金 526 679

商品及び製品 2,660 2,837

原材料及び貯蔵品 512 412

前払費用 1,484 1,531

繰延税金資産 3,729 963

未収還付法人税等 1,432 －

その他 310 312

流動資産合計 23,363 26,637

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,590 15,479

構築物（純額） 667 588

機械及び装置（純額） 496 557

車両運搬具（純額） 17 28

工具、器具及び備品（純額） 1,241 1,685

土地 5,189 5,189

リース資産（純額） － 169

建設仮勘定 85 115

有形固定資産合計 22,289 23,815

無形固定資産   

借地権 48 48

商標権 0 0

ソフトウエア 126 101

電話加入権 57 57

無形固定資産合計 233 208

投資その他の資産   

投資有価証券 413 419

関係会社株式 5,968 7,302

出資金 0 0

長期前払費用 727 632

繰延税金資産 41 45

敷金及び保証金 6,790 7,284

建設協力金 4,557 3,914

店舗賃借仮勘定 262 144

長期預金 1,500 1,500

その他 127 128

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 20,371 21,355

固定資産合計 42,894 45,379

資産合計 66,257 72,017



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,394 3,498

1年内返済予定の長期借入金 5,442 5,442

リース債務 － 7

未払金 2,194 2,598

未払費用 93 154

未払法人税等 194 3,102

未払消費税等 349 660

預り金 212 235

前受収益 3 2

賞与引当金 757 1,200

株主優待引当金 213 207

設備関係未払金 92 249

デリバティブ負債 737 782

その他 153 17

流動負債合計 13,839 18,161

固定負債   

長期借入金 6,930 1,488

リース債務 － 164

その他 80 60

固定負債合計 7,010 1,713

負債合計 20,849 19,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金 9,007 9,007

資本剰余金合計 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金 31,570 25,570

繰越利益剰余金 △4,575 8,132

利益剰余金合計 29,147 35,855

自己株式 △1,272 △1,274

株主資本合計 45,494 52,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △86 △80

評価・換算差額等合計 △86 △80

新株予約権 － 21

純資産合計 45,408 52,142

負債純資産合計 66,257 72,017



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 85,985 96,231

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,795 2,114

当期商品仕入高 21,503 22,537

当期製品製造原価 8,597 9,380

合計 31,896 34,032

他勘定振替高 203 216

商品及び製品期末たな卸高 2,114 2,837

売上原価合計 29,579 30,977

売上総利益 56,406 65,253

販売費及び一般管理費 47,542 51,148

営業利益 8,864 14,104

営業外収益   

受取利息 93 80

有価証券利息 5 2

為替差益 － 29

還付加算金 － 39

補助金収入 － 27

その他 6 28

営業外収益合計 106 207

営業外費用   

支払利息 80 67

為替差損 293 530

デリバティブ評価損 576 44

デリバティブ解約損 15,310 －

その他 16 －

営業外費用合計 16,276 643

経常利益又は経常損失（△） △7,306 13,669

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 214 78

固定資産除却損 199 140

店舗閉店損失 155 208

特別損失合計 570 427

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △7,810 13,292

法人税、住民税及び事業税 318 2,902

法人税等調整額 △3,010 2,762

法人税等合計 △2,692 5,664

当期純利益又は当期純損失（△） △5,118 7,628



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

資本剰余金合計   

前期末残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,153 2,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 28,770 31,570

当期変動額   

別途積立金の積立 2,800 △6,000

当期変動額合計 2,800 △6,000

当期末残高 31,570 25,570

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,262 △4,575

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,800 6,000

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △5,118 7,628

当期変動額合計 △8,838 12,708

当期末残高 △4,575 8,132

利益剰余金合計   

前期末残高 35,186 29,147

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △5,118 7,628

当期変動額合計 △6,038 6,708

当期末残高 29,147 35,855



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,270 △1,272

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △1,272 △1,274

株主資本合計   

前期末残高 51,534 45,494

当期変動額   

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △5,118 7,628

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △6,040 6,706

当期末残高 45,494 52,200

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △66 △86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 6

当期変動額合計 △19 6

当期末残高 △86 △80

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △66 △86

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 6

当期変動額合計 △19 6

当期末残高 △86 △80

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 21

当期変動額合計 － 21

当期末残高 － 21

純資産合計   

前期末残高 51,468 45,408

当期変動額   

剰余金の配当 △920 △920

当期純利益又は当期純損失（△） △5,118 7,628

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 27

当期変動額合計 △6,059 6,734

当期末残高 45,408 52,142



 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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