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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12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 ％

23年9月期第1四半期 3,064 10.1 653 35.7 654 35.5 359 29.9
22年9月期第1四半期 2,784 △6.0 481 6.8 483 7.5 276 7.1

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9月期第1四半期 4,553.85 4,526.90
22年9月期第1四半期 4,109.97 ―

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9月期第1四半期 10,160 4,981 48.8 62,853.38
22年9月期 10,068 4,887 48.3 61,670.34

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  4,957百万円 22年9月期  4,863百万円

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  
（注）平成22年９月期期末配当金の内訳  記念配当500円00銭  普通配当3,182円00銭 

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9月期 ― ― ― 3,682.00 3,682.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
― ― 3,296.00 3,296.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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)

5,244 4.2 743 14.1 735 11.9 392 6.1 4,977.19

通期 10,918 4.1 1,600 12.5 1,580 10.9 866 3.6 10,987.92

hirasawa
新規スタンプ



(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  有  
（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、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は終了しています。 

※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、
【添付資料】P.2「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」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9月期1Q 81,007株 22年9月期  81,007株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  2,140株 22年9月期  2,140株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 78,867株 22年9月期1Q 67,287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我が国の経済は、中国等の新興国を中心とした好調な外需や、政府の政策

支援等によって下支えされた内需により、緩やかな回復基調をたどりました。デフレや円高水準が続いているもの

の、企業収益は改善傾向にあり、景気の底入れ感が見え始めてきました。 

 当社グループは、前連結会計年度において、各種施策（レストランにおける潜在能力の開発、強い人間集団の形

成、ワイン施策、集客強化施策、メンバーシップの活動推進、ブライダル施策、ケータリング施策等）の遂行によ

り、お客様から対価に対しより信頼のおける安心感のある魅力的なレストランとして支持され、過去 高売上及び

過去 高利益を達成いたしました。当第１四半期連結会計期間においても、お客様からの支持をより確固たるもの

とすべく同様の施策を強化推進した結果、改善傾向にある消費動向を背景に予想以上の集客を実現し、既存店の売

上は想定以上のものとなりました。更に、前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」）においては、引続き幅広いお客様からの支持が得られ、集客売

上ともに堅調に推移いたしました。また、リーマンショック以降、「良いレストランを作ること」を機軸に利益体

質への変換を推し進め、前連結会計年度に確立したことから、前年同期に比べ収益性が向上いたしました。 

この結果、売上高3,064百万円（前年同期比10.1％増、前回予想比3.6％増）、営業利益653百万円（同35.7％

増、7.9％増）、経常利益654百万円（同35.5％増、8.9％増）、四半期純利益359百万円（同29.9％増、11.2％増）

と想定以上の好成績となり、増収増益を達成いたしました。 

尚、セグメントの業績は、次のとおりであります。 

「フランス料理事業」は、売上高1,957百万円、セグメント利益488百万円となりました。 

「イタリア料理等事業」は、売上高1,106百万円、セグメント利益は288百万円となりました。 

「その他」については、売上高127百万円、セグメント利益39百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ92百万円増加し、10,160百万円となりまし

た。これは主に、代預託契約の解除等に伴い敷金及び保証金が292百万円、資産除去債務の計上等に伴い有形固定

資産が76百万円、たな卸資産が101百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が567百万円減少したことによる

ものであります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、5,179百万円となりました。これは主に、資産除去債務が

127百万円増加した一方で、有利子負債が101百万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93百万円増加し、4,981百万円となりました。これは主に、利益剰余金が68百

万円、為替換算調整勘定が24百万円それぞれ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１四半期連結会計期間末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567百万円減少し、2,356百万円となりました。当第１四半期連結会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131百万円（前年同期は123百万円の収入）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622百万円（同483百万円）、減価償却費が65百万円（同56百万円）、一方で主な減少項

目は、法人税等の支払額が369百万円（同241百万円）、前受金の減少が153百万円（同110百万円）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410百万円（前年同期は85百万円の支出）となりました。これは主に、代預託

契約解除等に伴う差入敷金・保証金の差入による支出が375百万円（同13百万円）、新規出店に伴う有形・無形固

定資産の取得による支出が32百万円（同72百万円）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301百万円（前年同期は71百万円の支出）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101百万円（同１百万円）となったこと、配当金の支払いによる支出が200百万円（同

69百万円）となったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経営環境は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、引き続き緩やかな景気の回復基調が続く

ものと予想されます。 

当第１四半期連結会計期間の業績は当初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。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23年２月10日時点で1,301件

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（実施済と予約数を合わせた件数）となり、前年同時期に比べ7.3％増（平成22年２月10日現在の婚礼件数

1,213件）で推移しております。 

また、平成23年３月に新規出店する「ブラッスリー ポール・ボキューズ 博多」においては、九州新幹線（鹿

児島ルート）の全線開通を機にJR商業駅ビルの中でも 大級の利用者数が予想されるJR博多シティ「アミュプラザ

博多」内の好立地に位置し、多くの集客による業績への寄与が期待されます。更に、平成23年９月に新規出店する

「リストランテASO 天神」においては、開店前の婚礼営業活動をスタートさせ、既にプレオープン期間である８月

に４件の受注を獲得する等、順調に推移しております。これらにより平成23年３月以降の業績は前年度を大きく上

回る可能性が見込まれます。 

 今後の見通しにつきましては、当初予想を上回る見込みではありますが、今しばらく業績動向を慎重に見定めた

後、結論を出す予定であります。従って現時点ではあえて変更せず、平成22年11月12日に公表しました「平成22年

９月期 決算短信」のとおり、売上高10,918百万円（前連結会計年度比4.1％増）、営業利益1,600百万円（同

12.5％増）、経常利益1,580百万円（同10.9％増）、当期純利益866百万円（同3.6％増）を見込んでおります。 

  

（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 

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。 

  

（３）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、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,781千円減少し、税金等調整前四半期純利益は34,225千円減

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127,172千円であります。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,386,522 2,953,858

売掛金 461,481 390,547

原材料及び貯蔵品 1,106,543 1,004,839

繰延税金資産 48,961 62,921

その他 426,039 285,473

貸倒引当金 △707 △751

流動資産合計 4,428,840 4,696,889

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,910,474 3,782,271

減価償却累計額 △690,982 △630,347

建物及び構築物（純額） 3,219,492 3,151,923

機械装置及び運搬具 67,834 67,625

減価償却累計額 △57,375 △56,043

機械装置及び運搬具（純額） 10,459 11,582

工具、器具及び備品 1,412,914 1,405,134

減価償却累計額 △960,698 △937,410

工具、器具及び備品（純額） 452,216 467,724

土地 299,273 299,273

リース資産 33,100 33,100

減価償却累計額 △14,343 △12,688

リース資産（純額） 18,756 20,411

建設仮勘定 100,003 72,703

有形固定資産合計 4,100,201 4,023,619

無形固定資産   

のれん 132,257 151,151

その他 12,927 14,368

無形固定資産合計 145,184 165,519

投資その他の資産   

投資有価証券 3,926 3,056

繰延税金資産 53,209 40,061

敷金及び保証金 1,315,708 1,022,938

その他 125,584 127,564

貸倒引当金 △21,960 △21,987

投資その他の資産合計 1,476,468 1,171,633

固定資産合計 5,721,854 5,360,771

繰延資産   

株式交付費 8,004 8,755

社債発行費 1,637 1,911

繰延資産合計 9,642 10,667

資産合計 10,160,337 10,068,328
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 628,710 544,816

1年内償還予定の社債 89,500 89,500

1年内返済予定の長期借入金 1,750,605 1,742,328

リース債務 6,639 6,606

未払金 123,734 150,697

未払費用 207,893 200,164

未払法人税等 262,600 391,000

未払消費税等 73,309 58,083

前受金 265,529 418,632

その他 243,895 69,975

流動負債合計 3,652,416 3,671,803

固定負債   

社債 175,750 175,750

長期借入金 1,200,460 1,308,291

リース債務 12,529 14,201

資産除去債務 127,588 －

その他 10,314 10,306

固定負債合計 1,526,641 1,508,548

負債合計 5,179,058 5,180,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,213,540 1,213,540

資本剰余金 1,231,249 1,231,249

利益剰余金 2,642,706 2,573,946

自己株式 △118,656 △118,656

株主資本合計 4,968,839 4,900,079

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,354 838

為替換算調整勘定 △13,136 △37,163

評価・換算差額等合計 △11,781 △36,324

新株予約権 24,221 24,221

純資産合計 4,981,279 4,887,975

負債純資産合計 10,160,337 10,068,328
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,784,353 3,064,850

売上原価 1,170,050 1,291,781

売上総利益 1,614,302 1,773,069

販売費及び一般管理費 1,132,893 1,119,563

営業利益 481,409 653,506

営業外収益   

受取利息 67 39

為替差益 2,599 2,607

協賛金収入 2,345 1,788

広告料収入 2,581 1,983

その他 3,176 3,584

営業外収益合計 10,770 10,002

営業外費用   

支払利息 8,737 7,711

その他 191 1,038

営業外費用合計 8,928 8,749

経常利益 483,251 654,759

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,444

特別損失合計 － 32,444

税金等調整前四半期純利益 483,251 622,315

法人税、住民税及び事業税 183,135 261,708

法人税等調整額 23,569 1,457

法人税等合計 206,704 263,166

四半期純利益 276,547 359,148
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12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 483,251 622,315

減価償却費 56,998 65,543

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,444

のれん償却額 18,893 18,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △71

受取利息及び受取配当金 △81 △39

支払利息 8,737 7,711

売上債権の増減額（△は増加） △98,148 △73,910

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,482 △99,705

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,015 △48,754

仕入債務の増減額（△は減少） 30,015 78,625

未払金の増減額（△は減少） △39,213 △26,962

未払費用の増減額（△は減少） 5,961 7,257

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△10,800 △20,519

未払消費税等の増減額（△は減少） 21,603 15,226

前受金の増減額（△は減少） △110,650 △153,164

その他の固定資産の増減額（△は増加） △1,563 △1,563

その他 19,263 84,190

小計 369,728 507,517

利息及び配当金の受取額 81 39

利息の支払額 △5,279 △6,475

法人税等の支払額 △241,335 △369,589

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,195 131,492

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 △72,859 △32,634

敷金及び保証金の差入による支出 △13,135 △375,283

貸付けによる支出 － △2,500

貸付金の回収による収入 164 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,830 △410,316

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 － △99,554

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,605 △1,638

配当金の支払額 △69,549 △200,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,155 △301,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,714 13,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,505 △567,335

現金及び現金同等物の期首残高 1,210,382 2,923,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,173,877 2,356,522
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 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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