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1.  平成23年8月期第1四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成22年11月30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 ％

23年8月期第1四半期 24,047 △0.9 2,596 △32.3 2,732 △27.1 933 △53.4

22年8月期第1四半期 24,263 16.7 3,834 280.6 3,750 ― 2,003 ―

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8月期第1四半期 18.26 ―

22年8月期第1四半期 39.20 ―

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8月期第1四半期 74,045 54,318 73.3 1,061.88
22年8月期 74,102 53,906 72.7 1,054.06

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  54,284百万円 22年8月期  53,885百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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8月期 ― ― ― 18.00 18.00

23年8月期 ―

23年8月期 
（予想）

― ― 18.00 18.00

3.  平成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(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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の対象外であり、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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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条件及び業績予想にご利用に当たっての注意事項等について
は、添付資料2ページ「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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8月期1Q 52,272,342株 22年8月期  52,272,342株

② 期末自己株式数 23年8月期1Q  1,150,699株 22年8月期  1,150,699株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 51,121,643株 22年8月期1Q 51,122,567株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧米での金融不安の影響による海外景気の下振れ懸念や円

高、雇用不安など先行き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、個人消費の低迷とデフレの状況が続く中、業界の垣根を越えた企業間の価格競争が依

然として続くなど、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、メニューの継続的な改善や新規出店、生産管理技術の

活用によるコスト削減などに取り組み、当第１四半期連結累計期間の売上高は240億47百万円（前年同四半期比

0.9％減）、営業利益は25億96百万円（前年同四半期比32.3％減）、経常利益は27億32百万円（前年同四半期比

27.1％減）、当期純利益は9億33百万円（前年同四半期比53.4％減）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」を適用したことにより、営業利益及び経常利益で36百万円減少、税金等調整前四半期純利益で12億37

百万円減少の影響を受けております。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

「日本」は、既存店のサービス強化や新規出店などにより、売上高230億20百万円、営業利益は25億6百万円となり

ました。 

「豪州」は当社で使用する食材の製造を行っており、当社の売上が堅調に推移したことにより、売上高10億45百万

円、営業利益は97百万円となりました。 

「中国」は、新規出店による新規顧客の獲得や知名度の浸透により、売上高10億27百万円、営業利益は45百万円と

なりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産  

 当連結会計期間末の総資産は740億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して56百万円の減少となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の減少33億74百万円等であります。 

 負債は、主に未払法人税等の減少16億78百万円及び長期借入金の減少13億90百万円、資産除去債務の増加21億89

百万円等により、前連結会計年度末と比較して4億68百万円減少し、197億27百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して4億11百万円増加し、543億18百万円となりました。この結果、自己資本

比率は73.3％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、税金等調整前四半期純利益14億85百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響

額による収入12億円等に対し、たな卸資産の増加による支出5億79百万円及び法人税等の支払額による支出29億14

百万円等により、差引き1億18百万円の収入（前年同四半期は46億15百万円の収入）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12億63百万円等により、12億73百万円の支出（前年同

四半期は9億19百万円の支出）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、長期借入金の返済による支出13億60百万円等により、21億84百万円の支出（前年同四

半期は21億73百万円の支出）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33億74百万円減少し、192億79百万円となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年8月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月12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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 記載すべき重要な事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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、経常利益は36百万円及び税金等調整前四半期純利益は12億37百万円減少し

ております。また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は21億35百万円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,279 22,654

テナント未収入金 532 679

商品及び製品 3,391 3,147

原材料及び貯蔵品 896 536

繰延税金資産 1,251 975

その他 1,905 1,935

流動資産合計 27,257 29,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,822 18,249

機械装置及び運搬具（純額） 2,188 2,132

工具、器具及び備品（純額） 2,166 1,975

土地 5,378 5,357

リース資産（純額） 167 169

建設仮勘定 420 154

有形固定資産合計 30,144 28,038

無形固定資産 199 208

投資その他の資産   

投資有価証券 2,147 2,161

敷金及び保証金 7,510 7,411

建設協力金 3,762 3,914

繰延税金資産 609 45

その他 2,430 2,410

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 16,444 15,924

固定資産合計 46,788 44,172

資産合計 74,045 74,102



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,154 3,473

1年内返済予定の長期借入金 5,472 5,442

リース債務 7 7

未払法人税等 1,474 3,152

賞与引当金 2,097 1,205

株主優待引当金 202 207

デリバティブ負債 546 782

資産除去債務 29 －

その他 4,220 4,132

流動負債合計 17,204 18,403

固定負債   

長期借入金 97 1,488

リース債務 162 164

資産除去債務 2,160 －

繰延税金負債 3 7

その他 98 131

固定負債合計 2,522 1,792

負債合計 19,727 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 36,946 36,933

自己株式 △1,274 △1,274

株主資本合計 53,291 53,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △93 △80

為替換算調整勘定 1,087 686

評価・換算差額等合計 993 606

新株予約権 33 21

純資産合計 54,318 53,906

負債純資産合計 74,045 74,102



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 24,263 24,047

売上原価 7,889 7,785

売上総利益 16,374 16,261

販売費及び一般管理費 12,539 13,665

営業利益 3,834 2,596

営業外収益   

受取利息 32 45

デリバティブ評価益 15 235

その他 2 22

営業外収益合計 50 304

営業外費用   

支払利息 19 9

為替差損 110 151

その他 4 7

営業外費用合計 134 168

経常利益 3,750 2,732

特別利益   

補償金収入 6 6

特別利益合計 6 6

特別損失   

固定資産除却損 39 13

店舗閉店損失 76 38

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,200

特別損失合計 115 1,252

税金等調整前四半期純利益 3,640 1,485

法人税、住民税及び事業税 107 1,398

法人税等調整額 1,530 △845

法人税等合計 1,637 552

少数株主損益調整前四半期純利益 2,003 933

四半期純利益 2,003 933



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30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 3,640 1,485

減価償却費 675 803

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 608 892

株主優待引当金の増減額（△は減少） △16 △5

受取利息及び受取配当金 △32 △45

支払利息 19 9

為替差損益（△は益） 110 144

デリバティブ評価損益（△は益） △15 △235

固定資産除却損 39 13

店舗閉店損失 76 38

補償金収入 △6 △6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,200

テナント未収入金の増減額（△は増加） 68 147

たな卸資産の増減額（△は増加） △278 △579

その他流動資産の増減額（△は増加） 45 59

買掛金の増減額（△は減少） △358 △320

その他流動負債の増減額（△は減少） △1 △170

その他 208 △416

小計 4,787 3,015

利息及び配当金の受取額 16 26

利息の支払額 △19 △8

法人税等の支払額 △169 △2,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,615 118

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 △219 －

有形固定資産の取得による支出 △791 △1,263

無形固定資産の取得による支出 △12 0

敷金・保証金・建設協力金の支出 △63 △192

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 181 204

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △13 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △919 △1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,360 △1,360

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △812 △824

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,173 △2,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,422 △3,374

現金及び現金同等物の期首残高 14,681 22,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,104 19,279



 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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