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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,471 △0.9 76 42.8 79 38.5 31 ―
23年3月期第1四半期 1,484 △0.3 53 △16.0 57 △19.8 △32 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 30百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △36百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 5.11 ―
23年3月期第1四半期 △5.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,156 4,791 77.3
23年3月期 6,176 4,779 76.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,756百万円 23年3月期  4,744百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,857 △4.7 10 △84.0 22 △68.2 13 ― 2.18
通期 5,937 0.5 113 42.9 138 44.3 76 △46.4 12.57



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料2ページ「2.サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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連結財務諸表に対するレビュー手続き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 
(将来についての記述等に関するご注意) 
本資料に記載されている業績見通し等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、添付資料2ページ「1. 
当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,252,004 株 23年3月期 6,252,004 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 141,387 株 23年3月期 140,763 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,111,035 株 23年3月期1Q 6,106,693 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により大きな打撃を受け、経済活動に深刻な影

響を及ぼしております。また、福島原発事故による電力供給の問題や風評被害などにより先行き不透明な状況とな

っております。 

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の競争や低価格化の進行等様々な課題が顕在化してお

り、加えて震災直後の消費者の価値観の変化もあり、個人消費が更に冷え込む状況となっております。 

このような状況下、当社グループは平成23年6月、経営効率の向上を図るため㈱銀座ルノアールの本社を中野区

に移転いたしました。店舗においては、くつろぎと憩いの場をより多くのお客様に提供するという理念のもと、ホ

スピタリティーサービスの充実をテーマとして売上高の増加とともに利益の確保に向けて努力しております。 

その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,471百万円(前年同期比13百万円減)、営業利益は76百万円(前

年同期比22百万円増)、経常利益は79百万円(前年同期比22百万円増)、四半期純利益は31百万円(前年同期は32百万

円の純損失)となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第1四半期連結会計期間末の総資産は6,156百万円となり前連結会計年度末に比べ20百万円の減少となりまし

た。これは主に、敷金及び保証金が19百万円減少したこと等によるものであります。 

負債は1,364百万円となり前連結会計年度末に比べ32百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等が43

百万円減少したこと等によるものであります。 

また、純資産は4,791百万円となり前連結会計年度末に比べ11百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余

金が増加したこと等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は77.3％(前連結会計年度末は76.8％)となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年5月12日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の

連結業績予想に変更はございません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,660,357 1,666,267

売掛金 30,628 35,042

有価証券 1,514 1,509

商品 21,752 17,046

貯蔵品 5,210 5,210

繰延税金資産 57,563 57,563

その他 139,421 145,701

流動資産合計 1,916,447 1,928,341

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,104,751 3,143,226

減価償却累計額 △1,831,505 △1,876,565

建物（純額） 1,273,246 1,266,661

工具、器具及び備品 342,595 344,016

減価償却累計額 △314,265 △316,735

工具、器具及び備品（純額） 28,330 27,280

土地 517,271 518,365

その他 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,765 △1,769

その他（純額） 92 88

有形固定資産合計 1,818,940 1,812,395

無形固定資産   

商標権 11,450 10,930

ソフトウエア 10,825 9,788

無形固定資産合計 22,276 20,718

投資その他の資産   

投資有価証券 80,920 80,375

長期貸付金 40,446 35,436

敷金及び保証金 2,002,839 1,983,614

繰延税金資産 138,798 138,740

その他 161,988 162,601

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,418,781 2,394,556

固定資産合計 4,259,998 4,227,670

資産合計 6,176,445 6,156,012
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,200 56,943

短期借入金 670,000 670,000

未払法人税等 96,075 52,628

賞与引当金 52,980 24,770

株主優待引当金 17,284 14,300

その他 213,633 257,212

流動負債合計 1,100,174 1,075,853

固定負債   

退職給付引当金 107,268 95,730

役員退職慰労引当金 111,129 114,328

その他 78,624 79,025

固定負債合計 297,022 289,083

負債合計 1,397,196 1,364,937

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,973,180 2,986,089

自己株式 △65,293 △65,534

株主資本合計 4,741,646 4,754,315

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,277 2,671

その他の包括利益累計額合計 3,277 2,671

少数株主持分 34,325 34,088

純資産合計 4,779,248 4,791,074

負債純資産合計 6,176,445 6,156,012
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,484,868 1,471,491

売上原価 175,930 169,809

売上総利益 1,308,938 1,301,682

販売費及び一般管理費 1,255,556 1,225,434

営業利益 53,381 76,247

営業外収益   

受取利息 297 243

受取配当金 671 521

受取家賃 24,758 24,228

その他 1,399 2,866

営業外収益合計 27,127 27,859

営業外費用   

支払利息 257 1,957

不動産賃貸費用 21,240 20,845

その他 1,711 1,939

営業外費用合計 23,208 24,742

経常利益 57,300 79,365

特別損失   

固定資産廃棄損 11,780 908

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 105,679 －

その他 － 229

特別損失合計 117,459 1,138

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（△）

△60,159 78,227

法人税等 △28,438 47,220

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31,721 31,006

少数株主利益又は少数株主損失（△） 302 △236

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,023 31,242
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31,721 31,006

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,982 △605

その他の包括利益合計 △4,982 △605

四半期包括利益 △36,703 30,400

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,006 30,636

少数株主に係る四半期包括利益 302 △236
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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