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  (百万円未満切捨て)

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  3,267  10.2  175  18.4  198  28.6  74  22.5

24年３月期第２四半期  2,964  △1.1  148  122.7  154  119.5  61  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 71百万円（ ％） 25.7   24年３月期第２四半期 56百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  12.52  －

24年３月期第２四半期  10.03  －

  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 

25年３月期第２四半期  5,692  4,836  84.4  804.32

24年３月期  5,671  4,795  83.9  797.41

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 4,801百万円   24年３月期 4,760百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％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  6,774  13.1  225  △2.3  274  7.5  177  100.4  29.73

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(３)会

計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 6,252,004株 24年３月期 6,252,004株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 282,293株 24年３月期 281,661株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,970,008株 24年３月期２Ｑ 6,081,714株

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、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。

(将来についての記述等に関する注意) 

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。



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

㈱銀座ルノアール　（9853）　平成25年3月期　第2四半期　決算短信

1



（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わが国経済は、大震災からの復興需要等を背景として持ち直しの兆しも見ら

れましたが、欧州債務危機による海外景気の減速懸念、円高の長期化等依然として景気の先行きは不安定な状態が

続いております。 

当社グループが属する喫茶業界におきましては、出店立地の選択が重要課題であり、低価格化の進行等引き続き

厳しい状況が続くものと思われます。 

このような中、当社グループは平成24年5月新橋汐留口駅前店、9月御徒町南口駅前店を新規オープンし、平成24

年5月カフェ・ミヤマ渋谷東口店、9月東京駅八重洲北口店を改装オープン致しました。 

なお、平成24年5月神田西口店、7月カフェ・ルノアール日比谷店、8月新橋第一ホテル横店及びBLENZcoffeeラゾ

ーナ川崎プラザ店を閉店致しましたので、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、115店舗(内2店舗はFC)となり

ました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,267百万円(前年同期比302百万円増)、営業利益は175百万円

(前年同期比27百万円増)、経常利益は198百万円(前年同期比44百万円増)、四半期純利益は74百万円(前年同期比13

百万円増)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2四半期連結会計期間末の総資産は、5,692百万円となり前連結会計年度末に比べ21百万円の増加となりまし

た。これは主に、現金及び預金が76百万円増加したこと及び敷金及び保証金が34百万円減少したこと等によるもの

であります。負債は855百万円となり前連結会計年度末に比べ19百万円の減少となりました。これは主に、未払法

人税等が71百万円増加したことおよびその他流動負債が59百万円、役員退職慰労引当金が38百万円減少したこと等

によるものであります。また、純資産は4,836百万円となり前連結会計年度末に比べ40百万円の増加となりまし

た。これは主に、利益剰余金が44百万円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84.4％(前連結会計年度末は83.9％)となりました。 

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、1,101百万円となり前連結

会計年度末に比べ76百万円増加致しました。 

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) 

営業活動の結果得られた資金は177百万円(前年同期比27百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純利益が194百万円計上されたこと及び役員退職慰労引当金が38百万円減少したこと等によりものでありま

す。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は100百万円(前年同期比47百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出が120百万円、敷金及び保証金の差入による支払が28百万円あったものの敷金及び保証金の回収に

よる収入が55百万円あったこと等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) 

財務活動の結果得られた資金は0百万円(前年同期は71百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入によ

る収入が30百万円あったものの、配当金の支払額が29百万円あったこと等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 

業績予想は現時点で入手可能は情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異

なる可能性があります。なお、現時点での業績予想につきましては、平成24年11月5日に公表いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

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2四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 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。 

これによる、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,068,661 1,145,372

売掛金 40,024 37,159

有価証券 26,130 27,042

商品 28,222 25,370

貯蔵品 4,435 2,999

繰延税金資産 53,297 53,297

その他 146,679 147,504

流動資産合計 1,367,450 1,438,745

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,166,155 3,222,902

減価償却累計額 △1,984,255 △2,018,087

建物（純額） 1,181,900 1,204,814

工具、器具及び備品 337,505 335,831

減価償却累計額 △312,304 △310,413

工具、器具及び備品（純額） 25,201 25,418

土地 518,173 518,173

その他 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,783 △1,793

その他（純額） 74 65

有形固定資産合計 1,725,349 1,748,471

無形固定資産   

商標権 9,368 8,327

ソフトウエア 7,645 12,067

無形固定資産合計 17,014 20,395

投資その他の資産   

投資有価証券 155,340 149,744

長期貸付金 22,251 15,648

敷金及び保証金 2,077,148 2,042,722

繰延税金資産 147,721 148,395

その他 165,063 134,406

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,561,314 2,484,705

固定資産合計 4,303,679 4,253,572

資産合計 5,671,129 5,692,318
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,008 66,985

短期借入金 50,000 80,000

未払法人税等 59,281 130,641

賞与引当金 55,340 47,150

株主優待引当金 17,444 7,202

その他 322,462 263,028

流動負債合計 577,536 595,007

固定負債   

退職給付引当金 100,540 101,964

役員退職慰労引当金 117,301 78,690

その他 80,264 80,264

固定負債合計 298,106 260,919

負債合計 875,643 855,927

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 3,043,434 3,088,330

自己株式 △119,125 △119,383

株主資本合計 4,758,069 4,802,707

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,713 △1,157

その他の包括利益累計額合計 2,713 △1,157

少数株主持分 34,702 34,841

純資産合計 4,795,486 4,836,391

負債純資産合計 5,671,129 5,692,318
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,964,283 3,267,111

売上原価 345,129 408,598

売上総利益 2,619,154 2,858,512

販売費及び一般管理費 2,470,786 2,682,876

営業利益 148,368 175,635

営業外収益   

受取利息 421 1,176

受取配当金 521 532

受取家賃 52,084 36,408

その他 7,398 7,722

営業外収益合計 60,425 45,840

営業外費用   

支払利息 3,935 454

不動産賃貸費用 46,456 18,842

その他 3,695 3,198

営業外費用合計 54,087 22,495

経常利益 154,706 198,980

特別損失   

固定資産廃棄損 1,320 4,093

その他 229 －

特別損失合計 1,550 4,093

税金等調整前四半期純利益 153,156 194,886

法人税等 92,693 120,000

少数株主損益調整前四半期純利益 60,462 74,885

少数株主利益又は少数株主損失（△） △561 138

四半期純利益 61,024 74,747
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 60,462 74,885

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,962 △3,871

その他の包括利益合計 △3,962 △3,871

四半期包括利益 56,500 71,014

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 57,061 70,876

少数株主に係る四半期包括利益 △561 138
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 153,156 194,886

減価償却費 101,343 96,839

長期前払費用償却額 15,455 12,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,488 1,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △122 △38,611

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,350 △8,190

株主優待引当金の増減額(△は減少) △10,291 △10,241

受取利息及び受取配当金 △942 △1,708

支払利息 3,935 454

固定資産廃棄損 1,320 4,093

売上債権の増減額（△は増加） △2,808 2,864

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,977 4,287

仕入債務の増減額（△は減少） 8,700 △6,022

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,976 △2,165

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,107 △38,686

その他の固定負債の増減額（△は減少） 12,544 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,143 △16,632

その他 △1,061 29,812

小計 249,472 224,962

利息及び配当金の受取額 1,023 1,728

利息の支払額 △3,998 △493

法人税等の支払額 △96,174 △48,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,323 177,396

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △26,700 △26,705

定期預金の払戻による収入 26,690 26,700

有価証券の売却による収入 500 1,500

投資有価証券の取得による支出 △101,800 －

長期貸付けによる支出 △88 －

長期貸付金の回収による収入 10,104 6,602

有形固定資産の取得による支出 △65,046 △120,655

敷金及び保証金の回収による収入 39,141 55,312

敷金及び保証金の差入による支出 △18,500 △28,149

その他 △12,501 △15,355

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,201 △100,750

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 30,000

自己株式の取得による支出 △53,760 △258

配当金の支払額 △18,139 △29,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,900 60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,778 76,705

現金及び現金同等物の期首残高 1,616,427 1,024,715

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,546,649 1,101,421
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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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