
  

１．平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）村田 國樹 
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四半期決算補足説明資料作成の有無： 無        

四半期決算説明会開催の有無      ： 無          

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第２四半期  8,653  0.8  153  △12.8  130  △18.4  40  △63.0

22年３月期第２四半期  8,586  △7.8  176  △44.7  159  △47.2  110  △51.9

  
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 

23年３月期第２四半期  2  55  －  －

22年３月期第２四半期  6  90  －  －

  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 

23年３月期第２四半期  13,668  3,732  27.3  232  73

22年３月期  13,201  3,711  28.1  231  41

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 3,732百万円 22年３月期 3,711百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

23年３月期  －  －  0 00       

23年３月期（予想）     － － 0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無  

  （％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 
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  17,877  7.6  356  194.3  321  221.7  193  85.3  12  70

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

  

※  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条件及び業績予想の

ご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧

ください。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有  

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有   

②  ①以外の変更              ： 無   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 16,114,000株 22年３月期 16,114,000株

②  期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 75,254株 22年３月期 75,254株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 16,038,746株 22年３月期２Ｑ 16,038,765株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第2四半期累計期間（2010年4月1日から2010年9月30日まで）におけるわが国経済は、失業率が高水準で推移す

るなど雇用情勢は依然厳しい状況にあるものの、企業収益の改善などを背景に個人消費にも一部持ち直しの動きが

出てまいりました。 

  外食産業におきましては、所得環境や消費関連指数に一部改善の動きも見られるものの、消費マインドは十分な

回復には至らず、依然として厳しい状況が継続しております。 

  このような状況のもと、当社は「おいしい料理」「心のこもったサービス」「清潔なお店」で、お客様に満足し

ていただくことを基本に「アメニティレストラン＝居心地の良いレストラン」づくりに全力で取り組んでまいりま

した。 

  主力業態であるジョリーパスタにおきましては、「パスタならジョリーパスタ」をテーマに、パスタ専門店の魅

力をよりお客様へアピール出来るよう、季節商品を取り入れたメニューの導入や自社で製造するパスタソースの更

なる改良などで一層のおいしさを追求してまいりました。以上により、当第２四半期の既存店入客数前年比は

110.3％と飛躍的に伸長し、結果、増収を達成したことで下期以降の収益改善の基盤を構築することができたと考

えております。 

  当第２四半期累計期間末の店舗数につきましては、９月度において千葉県浦安市にジョリーパスタ業態１店舗を

新規出店した結果、ジョリーパスタが218店舗、フラカッソが28店舗、その他が6店舗、合計252店舗となりまし

た。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高86億53百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益1億53百万

円（同12.8％減）、経常利益1億30百万円（同18.4％減）、四半期純利益40百万円（同63.0％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金の増加４億94百万円、有形固定資産の増加79百万

円等により、136億68百万円となりました。  

 負債は、借入金の増加３億31百万円等により、99億35百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益40百万円等により、37億32百万円となりました。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  2011年3月期の通期業績につきましては、2010年5月11日発表の業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ているので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準等の適用  

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。  

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純利益は 千円減少してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報

2,391 41,324

70,414



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2010年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 760,994 266,039

売掛金 76,646 82,221

商品及び製品 61,193 50,992

原材料及び貯蔵品 128,159 114,322

その他 696,711 677,466

貸倒引当金 △320 △861

流動資産合計 1,723,384 1,190,180

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,586,719 2,485,674

土地 2,986,997 2,986,997

その他（純額） 1,775,746 1,796,792

有形固定資産合計 7,349,462 7,269,464

無形固定資産 173,458 184,565

投資その他の資産   

敷金 2,224,272 2,223,111

その他 2,217,747 2,353,797

貸倒引当金 △20,000 △20,000

投資その他の資産合計 4,422,020 4,556,908

固定資産合計 11,944,940 12,010,939

資産合計 13,668,325 13,201,120

負債の部   

流動負債   

買掛金 446,101 435,309

短期借入金 4,113,877 4,600,816

1年内返済予定の長期借入金 1,114,658 1,061,240

未払金 281,958 227,711

未払費用 506,136 474,861

未払法人税等 75,637 123,630

賞与引当金 90,780 85,310

その他 411,633 325,439

流動負債合計 7,040,782 7,334,319

固定負債   

長期借入金 1,827,500 1,062,500

資産除去債務 71,153 －

その他 996,198 1,092,672

固定負債合計 2,894,852 2,155,172

負債合計 9,935,635 9,489,492



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2010年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,958,080 2,958,080

資本剰余金 330,768 330,768

利益剰余金 488,108 447,137

自己株式 △44,369 △44,369

株主資本合計 3,732,587 3,691,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 20,012

評価・換算差額等合計 102 20,012

純資産合計 3,732,690 3,711,628

負債純資産合計 13,668,325 13,201,120



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年９月30日) 

売上高 8,586,464 8,653,808

売上原価 2,559,977 2,571,935

売上総利益 6,026,486 6,081,872

販売費及び一般管理費 5,850,246 5,928,240

営業利益 176,239 153,631

営業外収益   

受取利息 10,572 9,079

受取配当金 2,404 2,713

賃貸収入 87,240 80,976

その他 5,546 3,985

営業外収益合計 105,764 96,755

営業外費用   

支払利息 52,679 58,117

賃貸収入原価 65,838 60,251

その他 4,049 1,963

営業外費用合計 122,566 120,332

経常利益 159,437 130,054

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4,843

事業税還付金 17,924 －

特別利益合計 17,924 4,843

特別損失   

固定資産除却損 3,882 －

投資有価証券評価損 8,669 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,932

その他 － 863

特別損失合計 12,552 39,796

税引前四半期純利益 164,809 95,101

法人税、住民税及び事業税 54,267 54,322

法人税等調整額 △184 △192

法人税等合計 54,083 54,130

四半期純利益 110,726 40,971



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 2009年７月１日 
 至 2009年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 2010年７月１日 
 至 2010年９月30日) 

売上高 4,412,832 4,584,594

売上原価 1,316,987 1,355,946

売上総利益 3,095,845 3,228,648

販売費及び一般管理費 2,927,150 3,049,037

営業利益 168,695 179,610

営業外収益   

受取利息 5,320 4,539

賃貸収入 42,214 40,907

その他 2,318 1,368

営業外収益合計 49,853 46,815

営業外費用   

支払利息 26,687 31,644

賃貸収入原価 34,275 30,126

その他 923 399

営業外費用合計 61,885 62,170

経常利益 156,662 164,255

特別利益   

事業税還付金 17,924 －

特別利益合計 17,924 －

特別損失   

固定資産除却損 3,797 －

その他 － 863

特別損失合計 3,797 863

税引前四半期純利益 170,789 163,392

法人税、住民税及び事業税 27,151 27,253

法人税等調整額 △91 △91

法人税等合計 27,059 27,162

四半期純利益 143,730 136,230



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2009年４月１日 
 至 2009年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2010年４月１日 
 至 2010年９月30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 164,809 95,101

減価償却費 244,509 347,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211 △540

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,931 5,470

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,033 －

有形及び無形固定資産除却損 3,882 －

受取利息及び受取配当金 △12,977 △11,793

支払利息 52,679 58,117

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,843

投資有価証券評価損益（△は益） 8,669 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,932

売上債権の増減額（△は増加） 8,363 5,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,328 △24,037

仕入債務の増減額（△は減少） △16,879 10,791

未払人件費の増減額（△は減少） △36,661 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,515 65,422

未収消費税等の増減額（△は増加） 170,630 －

その他 128,126 145,761

小計 651,162 731,408

利息及び配当金の受取額 2,638 2,834

利息の支払額 △53,318 △53,953

法人税等の支払額 △107,861 △108,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 492,621 571,685

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △201,471 △255,431

投資有価証券の取得による支出 △64 △67

投資有価証券の売却による収入 － 4,843

敷金及び保証金の差入による支出 △649 △1,539

敷金及び保証金の回収による収入 － 378

その他 11,142 △1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △191,042 △253,317

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） 200,000 △486,939

長期借入れによる収入 300,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △878,309 △681,582

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △69,247 △154,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △447,556 176,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,977 494,955

現金及び現金同等物の期首残高 589,752 216,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 443,774 710,994



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
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