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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

（注）平成23年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。23年９月期第２四半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後 
   １株当たり四半期純利益については、当該株式分割が行われる前の数値で記載しておりますが、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った  
   場合の数値は以下のとおりになります。  
    23年９月期 第２四半期 １株当たり四半期純利益 2,292円46銭 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2,276円59銭  

(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9月期第2四半期 5,698 8.7 998 31.4 990 32.0 557 54.1
23年9月期第2四半期 5,240 4.1 759 16.6 750 14.2 361 △2.2

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 490百万円 （36.0％） 23年9月期第2四半期 360百万円 （―％）

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9月期第2四半期 3,780.73 3,732.79
23年9月期第2四半期 4,584.92 4,553.18

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

24年9月期第2四半期 11,775 4,944 41.8 33,982.41
23年9月期 12,235 4,914 40.0 32,652.76
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  4,921百万円 23年9月期  4,891百万円

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  ：  有  
（注）平成23年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。23年９月期第２四半期末の配当金については、当該株式分割が行わ 
   れる前の数値で記載しておりますが、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり配当金につきましては以下のとおりとなり 
   ます。 
    基準日 23年９月期 第２四半期末 875円00銭 期末 900円00銭 年間合計 1,775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

23年9月期 ― 1,750.00 ― 900.00 2,650.00
24年9月期 ― 1,154.00
24年9月期（予想） ― 1,236.00 2,390.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 11,445 8.2 2,035 23.5 2,015 23.7 1,154 35.2 7,899.66
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(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  ：  無  

(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） 

（注）上記23年９月期２Q期中平均株式数（四半期累計）については、平成23年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で実施した株式分割の影響を 
   考慮せず株式分割前の数値を記載しております。 

※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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、「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」をご覧下さい。 

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9月期2Q 162,014 株 23年9月期 162,014 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 17,180 株 23年9月期 12,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 147,360 株 23年9月期2Q 78,874 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高5,698百万円（前年同期比8.7％増）、営業

利益998百万円（同31.4％増）、経常利益990百万円（同32.0％増）、四半期純利益557百万円（同54.1％増）とな

り、前年同期に比べ増収、増益となりました。 

この結果を踏まえ、株主の皆様に対する利益還元として増配を決議し、第２四半期末１株当たり配当金を本日

公表いたしました「平成24年９月期通期業績予想の修正ならびに剰余金の配当（中間配当）及び期末配当予想の修

正に関するお知らせ」のとおり、1,154円00銭(前第２四半期末配当875円00銭に対し31.9％増)とさせていただきま

す。 

当社グループは、30周年の節目を迎え新たな一歩を踏み出す年となり、この30年間で築き上げたレストランと

してのブランド力を更に磨き上げ、時代に応じて進化しながらも常にお客様から魅力あるレストランとして支持さ

れるべく、「良いレストラン」への取り組み（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）を全社

一丸となって推し進めてまいりました。飲食業界全体がデフレ傾向に進む中、当社グループは一線を画し、多くの

お客様から対価に対しより信頼のおける安心感のあるレストランとして支持を集め、既存店の売上は想定以上のも

のとなりました。更に、前連結会計年度に開店した「ブラッスリー ポール・ボキューズ 博多」及び「リストラン

テASO 天神」においても、引き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、経費の見直しを更に推し進めたことに加え、ユーロ安の進行により前年同期に比べ収益性が向上いたし

ました。これらにより、増収、増益という結果を収めることができました。 

また、前連結会計年度終了後に策定いたしました５ヵ年計画（５年間で売上高150億円規模、現金残高は現在の

水準を維持し有利子負債残高をゼロへ）は、初年度の折り返しとなる当第２四半期末において予定通り順調に推移

しており、より強固な財務基盤の構築に向け着実に前進しております。 

なお、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3,418百万円（同4.4％増）、セグメント利益708百万円（同26.5％増）となりま

した。 

「イタリア料理等事業」は、売上高2,278百万円（同15.9％増）、セグメント利益544百万円（同26.7％増）となり

ました。 

「その他」については、売上高276百万円（同21.9％増）、セグメント利益41百万円（同12.5％減）となりまし

た。 

※平成23年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。前第２四半期末（平成23年

９月期第２四半期末）の配当金については、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当金を

記載しております。 

   

（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２四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460百万円減少し、11,775百万円となりまし

た。これは主に、来期出店予定の新店の敷金差入等により投資その他の資産合計が34百万円増加した一方で、現金

及び預金が415百万円、のれんの償却等により無形固定資産が40百万円それぞれ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490百万円減少し、6,830百万円となりました。これは主に、買掛金が213百

万円増加した一方で、有利子負債が724百万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30百万円増加し、4,944百万円となりました。これは主に、利益剰余金が422

百万円増加した一方で、自己株式取得等により325百万円、為替換算調整勘定が67百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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415百万円減少し、3,718百万円となりました。当第２四半期連結累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940百万円（前年同期は239百万円の収入）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990百万円（同637百万円）、減価償却費が147百万円（同130百万円）及び仕入債務の

増加が216百万円（同44百万円）、一方で主な減少項目は、法人税等の支払額が352百万円（同369百万円）、たな

卸資産の増加が180百万円（同151百万円）であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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116百万円（前年同期は421百万円の支出）となりました。これは主に、有形

及び無形固定資産の取得による支出が79百万円（同126百万円）、敷金及び保証金の差入等による支出が37百万円

（同375百万円）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1,186百万円（前年同期は756百万円の収入）となりました。これは主に、長

期借入金の返済及び社債の償還による支出が721百万円（同454百万円）、自己株式の取得による支出が326百万円

（前年同期は実績無し）及び配当金の支払いによる支出が135百万円（同286百万円）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 

当第２四半期連結累計期間の業績は、増収、増益となり、直近の業績も堅調に推移しております。また、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24年５月10日現在で1,772件

（実施済と予約数を合わせた件数）となり、約５ヵ月を残し前連結会計年度の婚礼実施数1,547件に対して

114.5％、当初予想値1,762件に対し100.6％の達成と予想を上回る水準で推移しております。前年同期と比較する

と、118.9％（平成23年５月10日時点の婚礼件数1,490件）で推移しており、1,800件超を臨める段階にあります。

今後の見通しにつきましては、当初予想を上回る可能性が高いことから、本日公表いたしました「平成24年９月期

通期業績予想の修正ならびに剰余金の配当（中間配当）及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売

上高11,445百万円（前年同期比8.2％増、前回予想比3.0％増）、営業利益2,035百万円（同23.5％増、9.8％増）、

経常利益2,015百万円（同23.7％増、11.1％増）、当期純利益1,154百万円（同35.2％増、9.4％増）とさせていた

だきます。 

また、平成24年９月剰余金の配当につきましても、１株当たりの年間配当金を2,390円00銭(前期配当1,775円00

銭に対し34.6％増)、第２四半期末１株当たり配当金を1,154円00銭(前第２四半期末配当875円00銭に対し31.9％

増)、期末１株当たり配当金を1,236円00銭(前期末配当900円00銭に対し37.3％増)とさせていただきます。平成23

年12月１日から平成24年２月16日までに取得した自己株式の取得価額の総額326百万円と合わせ、平成24年９月期

通期の総還元額は672百万円となり、総還元性向は58.3％を予定しております。 

 ※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスク

や不確定要素が含まれております。また、平成23年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割してお

ります。平成23年９月期の年間配当額及び平成23年９月期第２四半期末の配当金については、当該株式分割に伴う

影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当金を記載しております。 

  

（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 

該当事項はありません。   

   

   

（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。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,134,165 3,718,583

売掛金 424,810 430,692

原材料及び貯蔵品 1,142,164 1,317,733

繰延税金資産 65,192 69,038

その他 488,640 401,633

貸倒引当金 △616 △572

流動資産合計 6,254,357 5,937,109

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,285,482 4,264,993

減価償却累計額 △795,540 △858,284

建物及び構築物（純額） 3,489,942 3,406,708

機械装置及び運搬具 71,796 67,371

減価償却累計額 △60,860 △58,430

機械装置及び運搬具（純額） 10,935 8,941

工具、器具及び備品 1,576,724 1,577,137

減価償却累計額 △1,057,782 △1,111,898

工具、器具及び備品（純額） 518,941 465,238

土地 299,273 299,273

リース資産 33,100 33,100

減価償却累計額 △19,308 △22,618

リース資産（純額） 13,791 10,481

建設仮勘定 14,700 24,283

有形固定資産合計 4,347,585 4,214,927

無形固定資産   

のれん 75,575 37,787

その他 11,629 8,516

無形固定資産合計 87,204 46,303

投資その他の資産   

投資有価証券 3,243 4,084

繰延税金資産 55,684 49,979

敷金及び保証金 1,375,769 1,412,732

その他 124,994 127,687

貸倒引当金 △21,944 △21,968

投資その他の資産合計 1,537,747 1,572,516

固定資産合計 5,972,538 5,833,747

繰延資産   

株式交付費 8,054 4,252

社債発行費 814 327

繰延資産合計 8,869 4,580

資産合計 12,235,765 11,775,437
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 492,213 705,908

1年内償還予定の社債 89,500 91,000

1年内返済予定の長期借入金 1,375,276 1,386,053

リース債務 6,741 6,810

未払金 195,620 131,022

未払費用 196,036 206,324

未払法人税等 381,500 448,000

未払消費税等 27,492 66,529

前受金 507,291 421,082

その他 96,524 151,913

流動負債合計 3,368,195 3,614,644

固定負債   

社債 86,250 40,000

長期借入金 3,704,695 3,017,057

リース債務 7,459 4,037

資産除去債務 144,996 145,932

その他 9,300 8,778

固定負債合計 3,952,701 3,215,804

負債合計 7,320,897 6,830,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,213,540 1,213,540

資本剰余金 1,232,181 1,231,861

利益剰余金 2,998,849 3,421,155

自己株式 △550,892 △876,126

株主資本合計 4,893,678 4,990,429

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 949 1,514

為替換算調整勘定 △3,113 △70,135

その他の包括利益累計額合計 △2,164 △68,621

新株予約権 23,353 23,179

純資産合計 4,914,867 4,944,988

負債純資産合計 12,235,765 11,775,437
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 5,240,463 5,698,215

売上原価 2,282,289 2,350,676

売上総利益 2,958,173 3,347,539

販売費及び一般管理費 2,198,558 2,349,506

営業利益 759,615 998,032

営業外収益   

受取利息 288 247

為替差益 － 5,649

協賛金収入 2,742 2,068

広告料収入 2,909 3,156

その他 8,512 7,652

営業外収益合計 14,452 18,774

営業外費用   

支払利息 15,642 23,874

為替差損 5,294 －

その他 2,873 2,922

営業外費用合計 23,810 26,796

経常利益 750,257 990,010

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 －

災害による損失 80,800 －

特別損失合計 113,244 －

税金等調整前四半期純利益 637,012 990,010

法人税、住民税及び事業税 279,927 431,334

法人税等調整額 △4,544 1,546

法人税等合計 275,383 432,881

四半期純利益 361,629 557,128
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

四半期純利益 361,629 557,128

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 118 564

為替換算調整勘定 △1,028 △67,021

その他の包括利益合計 △909 △66,456

四半期包括利益 360,719 490,672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 360,719 490,672

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３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 637,012 990,010

減価償却費 130,095 147,141

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 37,787 37,787

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160 △19

受取利息及び受取配当金 △288 △295

支払利息 15,642 23,874

売上債権の増減額（△は増加） 85,153 △10,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △151,847 △180,494

仕入債務の増減額（△は減少） 44,375 216,086

未払金の増減額（△は減少） △9,620 △5,476

未払費用の増減額（△は減少） 15,888 10,575

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△20,519 △12,300

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,971 39,037

前受金の増減額（△は減少） 10,880 △85,589

その他 △171,510 147,758

小計 628,362 1,317,882

利息及び配当金の受取額 288 295

利息の支払額 △19,418 △25,505

法人税等の支払額 △369,589 △352,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,642 940,137

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 △126,190 △79,018

敷金及び保証金の差入による支出 △375,283 △37,845

敷金及び保証金の回収による収入 82,711 162

貸付けによる支出 △2,500 －

貸付金の回収による収入 164 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △421,097 △116,624

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △409,828 △676,861

社債の償還による支出 △44,750 △44,750

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,286 △3,353

自己株式の取得による支出 － △326,763

ストックオプションの行使による収入 1,294 1,035

配当金の支払額 △286,512 △135,389

財務活動によるキャッシュ・フロー 756,917 △1,186,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,065 △53,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 573,397 △415,582

現金及び現金同等物の期首残高 2,923,858 4,134,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,497,255 3,718,583
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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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