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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 5,474 ― 349 ― 359 ― 363 ―
20年3月期第2四半期 5,958 △13.7 423 ― 357 ― 332 ―

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

21年3月期第2四半期 17.80 ―
20年3月期第2四半期 16.25 ―

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

21年3月期第2四半期 5,954 1,834 30.8 89.72
20年3月期 6,288 1,480 23.5 72.40

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,834百万円 20年3月期  1,480百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 10,678 △6.9 795 △2.2 884 28.4 924 41.2 45.19

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

[（注）詳細は、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  20,627,000株 20年3月期  20,627,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  181,320株 20年3月期  181,320株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  20,445,680株 20年3月期第2四半期  20,445,686株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸
表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油、原材料の高騰が続き、また米国のサブプライムロ
ーンを背景とする金融市場の不安定さにより、国内景気は減速感が強まっております。 
また外食業界におきましては、経済環境における不透明さからの機会損失などの外部要因もあり、既存

店ベースの前年同月対比推移はダウンしており、厳しい環境が続いております。 
このような状況の中、当社では新たなメニュー開発を進めるとともに、前事業年度までは控えておりま

した各種販促サービスを実施いたしました。しかしながらガソリン価格の高騰や週末における天候不順な
どの機会損失もあり、来店数、来店頻度が伸び悩み、売上高におきましては、顧客獲得数の減少が主要因
として前年同期を下回る結果となりました。費用やその他損益面におきましては、売上高の減少に伴い人
件費をはじめとする費用管理を強化し、新規出店に伴う費用や新業態開発にかかるコストも含め予算内運
用に努めました。さらには前事業年度より有利子負債の圧縮に努めており、その効果として支払利息が低
減されました。また前事業年度の第１四半期におきましては、現在の親会社グループとしての経営体制移
行前であったことから、管理体制、手法など様々な点において収益改善を行う前の状態であり、第２四半
期累計期間につきましては、その改善が寄与しております。 
しかしながら平成20年９月30日付にて、第２四半期累計期間及び通期における業績予想の修正を発表さ

せていただきましたとおり、第２四半期累計期間におきましては、売上高の減少が業績に与える大きな要
因となり、売上高5,474百万円、営業利益349百万円、経常利益359百万円、当期純利益363百万円となりま
した。 

  

当第２四半期末における総資産は前事業年度末と比較し334百万円減少し、5,954百万円となりました。
主な要因は有利子負債の返済に伴う現預金の減少、売掛金の回収及び投資有価証券の売却による減少であ
ります。負債合計につきましては、前事業年度末と比較し688百万円減少し、4,119百万円となりました。
主な要因は有利子負債の減少及び買掛金の減少によるものであります。純資産につきましては、前事業年
度末から353百万円増加し、1,834百万円となりました。 
なお、減資の効力発生日である平成20年７月31日付で資本金は723百万円減少し1,639百万円となり、資

本準備金及び利益準備金は全額減少しております。 
  

平成21年３月期における業績につきましては、平成20年９月30日付「平成21年３月期 業績予想の修正
に関するお知らせ」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
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については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定する方法によっております。 

③経過勘定項目の算定方法 
合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12
号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６

月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第16

号）を第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

た、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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③「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

④開店協力金及び専売契約料収入等の計上方法の変更 
従来、開店協力金及び専売契約料収入等につきましては、売上高に計上しておりましたが、親子

会社間の会計処理の統一を行うことを目的とし、第１四半期会計期間より営業外収益に計上する方
法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し、売上高は64,634千円
減少し、営業利益は同額減少しておりますが、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はあ
りません。 

⑤不動産賃貸料及び不動産賃貸原価の計上方法の変更 

従来、不動産賃貸料及び不動産賃貸原価の計上方法につきましては、不動産賃貸料を売上高、不
動産賃貸原価を売上原価に計上しておりましたが、親子会社間の会計処理統一を行うことを目的と
し、第１四半期会計期間より不動産賃貸料を営業外収益、不動産賃貸原価を営業外費用に計上する
方法に変更いたしました。この変更に伴い、売上高は69,673千円減少し、同額営業外収益が増加、
一方、売上原価は71,468千円減少し、同額営業外費用が増加いたしますが、営業利益に与える影響
は軽微であり、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 
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５.【四半期貸借対照表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 113,736 279,647

売掛金 270,989 368,504

商品 31,182 59,407

原材料及び貯蔵品 34,634 38,358

その他 223,761 236,452

貸倒引当金 △37,937 △49,419

流動資産合計 636,367 932,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,595,766 1,557,109

土地 1,986,817 1,986,817

その他（純額） 384,514 359,203

有形固定資産合計 3,967,099 3,903,130

無形固定資産 88,658 89,932

投資その他の資産   

差入保証金 1,167,079 1,178,962

その他 405,434 507,438

貸倒引当金 △310,516 △323,423

投資その他の資産合計 1,261,998 1,362,978

固定資産合計 5,317,755 5,356,041

資産合計 5,954,122 6,288,994

負債の部   

流動負債   

買掛金 341,998 431,469

短期借入金 1,049,780 983,000

1年内返済予定の長期借入金 1,312,030 1,381,460

未払法人税等 31,261 54,664

賞与引当金 44,200 60,000

その他 407,572 394,858

流動負債合計 3,186,842 3,305,451

固定負債   

長期借入金 622,150 1,163,830

その他 310,841 339,423

固定負債合計 932,991 1,503,253

負債合計 4,119,834 4,808,705
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,639,805 2,363,078

資本剰余金 － 2,771,398

利益剰余金 363,999 △3,494,671

自己株式 △166,624 △166,624

株主資本合計 1,837,180 1,473,181

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,891 7,107

評価・換算差額等合計 △2,891 7,107

純資産合計 1,834,288 1,480,288

負債純資産合計 5,954,122 6,288,994
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 （２）【四半期損益計算書】 
   【第２四半期累計期間】  

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

売上高 5,474,179

売上原価 2,123,439

売上総利益 3,350,740

販売費及び一般管理費 3,001,286

営業利益 349,453

営業外収益  

受取利息 5,466

受取配当金 466

不動産賃貸料 69,673

協賛金収入 64,634

その他 2,875

営業外収益合計 143,117

営業外費用  

支払利息 43,705

不動産賃貸原価 71,468

支払手数料 16,623

その他 916

営業外費用合計 132,714

経常利益 359,856

特別利益  

固定資産売却益 1,000

投資有価証券売却益 4,917

貸倒引当金戻入額 24,389

特別利益合計 30,306

特別損失  

固定資産除売却損 655

投資有価証券売却損 3,216

投資有価証券評価損 1,431

賃貸借契約解約損 2,250

特別損失合計 7,553

税引前四半期純利益 382,609

法人税、住民税及び事業税 19,321

法人税等調整額 △712

法人税等合計 18,609

四半期純利益 363,999
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 （３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 382,609

減価償却費 117,312

差入保証金償却額 16,033

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,389

受取利息及び受取配当金 △5,933

支払利息 43,705

固定資産除売却損益（△は益） △344

投資有価証券売却損益（△は益） △1,701

投資有価証券評価損益（△は益） 1,431

賃貸借契約解約損 2,250

売上債権の増減額（△は増加） 98,535

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,949

仕入債務の増減額（△は減少） △89,470

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,995

預り保証金の増減額（△は減少） △2,827

その他 13,766

小計 579,122

利息及び配当金の受取額 3,597

利息の支払額 △47,018

法人税等の支払額 △38,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 496,962

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △174,454

有形固定資産の売却による収入 1,000

投資有価証券の売却による収入 56,470

差入保証金の差入による支出 △8,360

差入保証金の回収による収入 4,275

貸付金の回収による収入 6,468

その他 △3,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,543

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 66,780

長期借入れによる収入 170,000

長期借入金の返済による支出 △781,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,911

現金及び現金同等物の期首残高 279,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,736
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「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)及
び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基
準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従
い四半期財務諸表を作成しております。 

  

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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前年同四半期に係る財務諸表 

「参考」

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 5,958,953 100.0

Ⅱ 売上原価 2,328,262 39.1

   売上総利益 3,630,690 60.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,207,293 53.8

   営業利益 423,397 7.1

Ⅳ 営業外収益 18,928 0.3

Ⅴ 営業外費用 84,998 1.4

   経常利益 357,326 6.0

Ⅵ 特別利益 53,205 0.9

Ⅶ 特別損失 60,924 1.0

   税引前中間純利益 349,607 5.9

   法人税住民税及び事業税 19,565

   過年度未払法人税等戻入額 △5,006

   法人税等調整額 2,718 17,277 0.3

   中間純利益 332,329 5.6
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 349,607

 ２ 減価償却費 106,911

 ３ 差入保証金償却額 15,780

 ４ 賞与引当金の増減額(減少：△) △23,000

 ５ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △379,870

 ６ 受取利息及び受取配当金 △7,744

 ７ 支払利息及び社債利息 63,237

 ８ 固定資産除売却損 42,076

 ９ 固定資産売却益 △1,863

 10 賃借契約解約損 18,848

 11 売上債権の増減額(増加：△) 499,167

 12 たな卸資産の増減額(増加：△) 19,967

 13 仕入債務の増減額(減少：△) △181,966

 14 未払消費税等の増減額(減少：△) △2,502

 15 預り保証金の増減額(減少：△) △13,347

 16 その他 73,424

  小計 578,726

 17 利息及び配当金の受取額 5,188

 18 利息の支払額 △66,539

 19 法人税等の支払額 △38,752

  営業活動によるキャッシュ・フロー 478,622

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △119,682

 ２ 有形固定資産の売却による収入 51,992

 ３ 差入保証金の差入による支出 △4,008

 ４ 差入保証金の返還による収入 41,645

 ５ 貸付金の回収による収入 10,500

 ６ その他 △7,695

  投資活動によるキャッシュ・フロー △27,248

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△) △199,900

 ２ 長期借入金の返済による支出 △1,245,690

 ３ 社債の償還による支出 △50,000

 ４ 自己株式の取得による支出 △6

 ５ 配当金の支払額 △230

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,495,826

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △1,044,452

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,121,911

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,077,458
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