
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

 

  

  

 

   平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成25年２月５日

上場会社名  株式会社銀座ルノアール 上場取引所   大

コード番号  9853 ＵＲＬ   http://www.ginza-renoir.co.jp

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  小宮山 文男

問合せ先責任者 （役職名）  専務取締役管理本部長 （氏名）  猪狩 安往 ＴＥＬ   03-5342-0881

四半期報告書提出予定日  平成25年２月８日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  (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３四半期  4,901  9.6  282  19.4  315  26.7  134  127.5

24年３月期第３四半期  4,471  △0.6  236  100.1  249  97.4  59  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 138百万円（ ％） 164.8   24年３月期第３四半期 52百万円 （ ％） －

  
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３四半期  22.55  －

24年３月期第３四半期  9.79  －

  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３四半期  5,736  4,903  84.9  815.54

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３四半期 4,868百万円   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）      8.00  8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

   25年3月期(予想)の期末配当金には創立50周年の記念配当3円00銭を含んでおります。

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2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2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３Ｑ 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３Ｑ 282,393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３Ｑ 5,969,891株 24年３月期３Ｑ 6,044,482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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第3四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、12月には新業態の「ミヤ

マ珈琲」朝霞本町店を新規オープンいたしました。「ミヤマ珈琲」は郊外型の喫茶店として、昭和の時代をイメー

ジしたメニューなどをそろえ、地域コミュニティーの場としての活躍を目指しております。 

また、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、10月本八幡店を閉店致しましたので、当第3四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3四半期連結累計期間の売上高は4,901百万円(前年同期比429百万円増)、営業利益は282百万円

(前年同期比45百万円増)、経常利益は315百万円(前年同期比66百万円増)、四半期純利益は134百万円(前年同期比

75百万円増)となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、5,736百万円となり前連結会計年度末に比べ65百万円の増加となりまし

た。これは主に、現金及び預金が67百万円増加したこと等によるものであります。負債は832百万円となり前連結

会計年度末に比べ42百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等が56百万円、短期借入金が30百万円増

加したものの、役員退職慰労引当金が35百万円、賞与引当金が31百万円およびその他流動負債が60百万円減少した

こと等によるものであります。また、純資産は4,903百万円となり前連結会計年度末に比べ107百万円の増加となり

ました。これは主に、利益剰余金が104百万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84.9％(前連結会計年度末は83.9％)となりました。  

   

（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3四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3四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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,068,661 1,135,851

売掛金 40,024 37,262

有価証券 26,130 1,001

商品 28,222 30,589

貯蔵品 4,435 2,552

繰延税金資産 53,297 53,297

その他 146,679 176,785

流動資産合計 1,367,450 1,437,340

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,166,155 3,247,451

減価償却累計額 △1,984,255 △2,043,211

建物（純額） 1,181,900 1,204,239

工具、器具及び備品 337,505 337,803

減価償却累計額 △312,304 △308,576

工具、器具及び備品（純額） 25,201 29,227

土地 518,173 518,173

その他 1,858 1,858

減価償却累計額 △1,783 △1,797

その他（純額） 74 60

有形固定資産合計 1,725,349 1,751,701

無形固定資産   

商標権 9,368 7,807

ソフトウエア 7,645 11,345

無形固定資産合計 17,014 19,153

投資その他の資産   

投資有価証券 155,340 157,473

長期貸付金 22,251 39,065

敷金及び保証金 2,077,148 2,042,458

繰延税金資産 147,721 147,696

その他 165,063 147,548

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,561,314 2,528,030

固定資産合計 4,303,679 4,298,884

資産合計 5,671,129 5,736,225
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 73,008 82,421

短期借入金 50,000 80,000

未払法人税等 59,281 116,078

賞与引当金 55,340 23,580

株主優待引当金 17,444 5,155

その他 322,462 261,713

流動負債合計 577,536 568,949

固定負債   

退職給付引当金 100,540 102,258

役員退職慰労引当金 117,301 81,829

その他 80,264 79,764

固定負債合計 298,106 263,853

負債合計 875,643 832,802

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 3,148,215

自己株式 △119,125 △119,426

株主資本合計 4,758,069 4,862,548

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 5,901

その他の包括利益累計額合計 2,713 5,901

少数株主持分 34,702 34,972

純資産合計 4,795,486 4,903,423

負債純資産合計 5,671,129 5,736,225
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,471,984 4,901,487

売上原価 528,381 613,125

売上総利益 3,943,603 4,288,361

販売費及び一般管理費 3,707,137 4,005,960

営業利益 236,465 282,400

営業外収益   

受取利息 565 1,734

受取配当金 1,037 1,069

受取家賃 70,129 54,611

その他 11,409 9,347

営業外収益合計 83,142 66,763

営業外費用   

支払利息 5,906 701

不動産賃貸費用 59,508 28,153

その他 5,031 4,514

営業外費用合計 70,446 33,369

経常利益 249,161 315,794

特別損失   

固定資産廃棄損 2,688 4,472

その他 229 －

特別損失合計 2,917 4,472

税金等調整前四半期純利益 246,243 311,321

法人税等 187,155 176,419

少数株主損益調整前四半期純利益 59,087 134,901

少数株主利益又は少数株主損失（△） △83 269

四半期純利益 59,171 134,632
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 59,087 134,901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,932 3,187

その他の包括利益合計 △6,932 3,187

四半期包括利益 52,155 138,089

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 52,238 137,819

少数株主に係る四半期包括利益 △83 269
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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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