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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 9,103 5.2 1,229 △16.7 1,243 △16.5 681 △18.3

21年3月期第1四半期 8,656 ― 1,476 ― 1,489 ― 834 ―

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

22年3月期第1四半期 60.20 ―

21年3月期第1四半期 73.68 73.68

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

22年3月期第1四半期 30,274 25,369 83.8 2,239.91
21年3月期 30,736 25,115 81.7 2,217.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,369百万円 21年3月期  25,115百万円

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

21年3月期 ― 39.00 ― 39.00 78.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

39.00 ― 39.00 78.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

19,290 8.0 3,256 4.8 3,276 4.9 1,707 8.9 150.74

通期 39,524 8.2 6,560 8.0 6,600 8.3 3,498 9.5 308.92



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４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) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月18日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
２．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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,388,685株 21年3月期  11,388,685株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  62,673株 21年3月期  62,470株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,326,081株 21年3月期第1四半期 11,321,313株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響による世界的な景気後退局面にあって、

企業収益が大幅に低迷し、厳しい雇用・所得環境が深刻化する状況で推移いたしました。一方、輸出の下げ止まりや在

庫調整の進展による鉱工業生産の持ち直しや、過去最大規模の追加経済対策の政策効果などにより、一部に景気の底打

ちとみられる動きも出てきております。

　外食産業におきましては、先行きの生活不安や所得水準の低下から消費者の購買意欲は依然として低調であり、低価

格業態のごく一部のチェーンを除いては、客数減による厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の中で、当社グループは多業態による外食事業運営を軌道に乗せるべく、着実な新規出店、既存業態

のブラッシュアップをはじめ、原材料仕入価格の低減や新業態開発に注力してまいりました。

　新規出店の状況につきましては、ベーカリーレストラン・サンマルク直営１店舗、すし処函館市場直営１店舗、ベー

カリーレストラン・バケット直営１店舗、生麺工房鎌倉パスタ直営５店舗、広東炒飯店直営３店舗、サンマルクカフェ

直営２店舗、実験中の神戸元町ドリア直営１店舗、グリル蔵敷直営１店舗、ピッコロ（洋風パスタを主体としたイタリ

アンレストラン）直営１店舗を出店し、これにより当社グループ全業態の第１四半期連結会計期間末の合計店舗数は、

直営店447店舗、フランチャイズ店151店舗、合計598店舗体制となりました。

　これらの結果、新店による増収効果はあったものの、経営環境の厳しさは緩まず、既存店売上高の減少やコストコン

トロールが一部吸収しきれず、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高91億３百万円（前年同期比

5.2％増）、経常利益12億43百万円（同16.5％減）、四半期純利益６億81百万円（同18.3％減）となりました。

　事業部門別の業績等は次のとおりであります。

　レストラン事業部門売上高は49億29百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益は８億99百万円（同14.3％減）となりま

した。

　ファーストフード事業部門売上高は37億92百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は５億64百万円（同14.0％減）と

なりました。　

　事業統括管理部門売上高は３億81百万円（前年同期比100.8％増）、営業損失は２億34百万円（前年同期営業損失２億

30百万円）となりました。

（注）当社グループは、外食事業における多業態展開を図っており、中長期的にもさらなる展開業態数の増加が見込まれ

ることから、事業の類似性を鑑み、前連結会計年度より上記のとおり従来の主力業態別の６事業部門をレストラン事

業及びファーストフード事業の２事業部門に集約することといたしました。すなわち、従来のサンマルク事業、函館

市場事業、バケット事業、鎌倉パスタ事業、サンマルクチャイナ事業を「レストラン事業」として集約し、カフェ事

業を「ファーストフード事業」としております。したがって、事業部門における前年同四半期比較にあたっては、当

該部門を当第１四半期連結会計期間をベースに遡及算出しております。

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財政状態は、総資産は302億74百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億61百万

円の減少となりました。

  資産の部では、流動資産は79億54百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億７百万円の減少となりました。こ

れは主に未払法人税等の支払等に伴い現金及び預金が５億70百万円減少したこと等によるものであります。

  固定資産は223億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億46百万円増加となりました。これは事業拡充のた

めの直営店出店等に伴う建物及び構築物が1億99百万円、敷金及び保証金が82百万円増加したこと等によるものでありま

す。

  負債の部では、流動負債は36億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億58百万円の減少となりました。こ

れは未払法人税等が８億32百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、12億94百万円で前連結会計年度

末と比較して42百万円の増加となりました。

  純資産の部は前連結会計年度末と比較して２億54百万円増加して253億69百万円となりました。この結果、自己資本比

率は83.8％となりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は４億83百万円となり、その増加の主なも

のは税金等調整前四半期純利益12億21百万円を獲得したためであり、減少の主なものは、法人税等の支払いが12億74百

万円発生したこと等によるものであります。投資活動におきましては６億53百万円の資金を使用し、その主なものは有

形固定資産の取得による支出５億４百万円を行ったこと等によるものであります。財務活動におきましては３億97百万

円の資金を使用し、その主なものは配当金の支払３億24百万円の資金支出を行ったこと及びファイナンス・リース債務
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返済支出が71百万円発生したこと等によるものであります。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して５億70百万円減

少し、59億40百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　消費マインドの低迷など外食業界を取り巻く経営環境の厳しさは続いておりますが、各業態における店舗サービスレ

ベルの維持向上を目的とした体制の強化と販売促進活動の注力を両輪として諸施策を推進していく予定であり、平成21

年５月18日の決算短信で公表いたしました業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①固定資産の減価償却費の算定方法に関し、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価

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。

　②繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっております。

（３）四半期連結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

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,940,824 6,510,970

売掛金 1,512,011 1,770,511

商品 315 405

原材料及び貯蔵品 156,884 141,131

その他 357,873 453,114

貸倒引当金 △13,015 △13,459

流動資産合計 7,954,893 8,862,673

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,973,340 10,773,569

土地 2,267,873 2,267,873

その他（純額） 1,343,024 1,228,857

有形固定資産合計 14,584,238 14,270,300

無形固定資産   

その他 86,629 92,143

無形固定資産合計 86,629 92,143

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,252,022 6,169,951

その他 1,397,032 1,341,473

投資その他の資産合計 7,649,055 7,511,425

固定資産合計 22,319,922 21,873,868

資産合計 30,274,816 30,736,542

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,047,444 1,177,423

未払金 1,339,377 1,397,721

未払法人税等 403,243 1,235,516

引当金 56,986 53,227

その他 763,957 505,835

流動負債合計 3,611,009 4,369,724

固定負債   

引当金 42,404 44,600

その他 1,252,115 1,207,003

固定負債合計 1,294,519 1,251,603

負債合計 4,905,528 5,621,327



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,731,177 1,731,177

資本剰余金 3,038,799 3,038,799

利益剰余金 20,768,276 20,528,182

自己株式 △175,159 △174,631

株主資本合計 25,363,094 25,123,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,549 7,643

為替換算調整勘定 △12,356 △15,957

評価・換算差額等合計 6,193 △8,313

純資産合計 25,369,287 25,115,215

負債純資産合計 30,274,816 30,736,542



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,656,893 9,103,587

売上原価 1,999,478 2,091,759

売上総利益 6,657,414 7,011,827

販売費及び一般管理費 5,181,318 5,781,994

営業利益 1,476,096 1,229,833

営業外収益   

受取利息 645 608

受取配当金 2,345 1,670

受取賃貸料 25,530 28,750

為替差益 11,223 －

その他 2,897 15,969

営業外収益合計 42,642 46,999

営業外費用   

支払賃借料 23,193 23,058

為替差損 － 3,416

持分法による投資損失 3,380 1,808

その他 2,991 5,417

営業外費用合計 29,566 33,700

経常利益 1,489,173 1,243,132

特別利益   

貸倒引当金戻入額 358 444

特別利益合計 358 444

特別損失   

固定資産除却損 8,302 20,658

減損損失 － 1,669

特別損失合計 8,302 22,327

税金等調整前四半期純利益 1,481,228 1,221,248

法人税、住民税及び事業税 571,900 442,300

法人税等調整額 75,136 97,132

法人税等合計 647,036 539,432

四半期純利益 834,192 681,816



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,481,228 1,221,248

減価償却費 244,547 343,082

減損損失 － 1,669

その他の引当金の増減額（△は減少） 16,217 1,562

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275 △444

受取利息及び受取配当金 △2,991 △2,279

支払利息 － 3,218

為替差損益（△は益） △11,223 3,416

持分法による投資損益（△は益） 3,380 1,808

固定資産除却損 8,302 20,658

売上債権の増減額（△は増加） 133,722 258,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,993 △15,662

仕入債務の増減額（△は減少） △64,850 △129,978

未払金の増減額（△は減少） △244,232 △73,898

その他 399,874 126,590

小計 1,955,709 1,759,491

利息及び配当金の受取額 2,389 1,686

利息の支払額 － △3,022

法人税等の支払額 △1,508,496 △1,274,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 449,602 483,582

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 △1,490,295 △504,218

有形固定資産の売却による収入 5,133 －

有形固定資産の除却による支出 － △5,934

無形固定資産の取得による支出 △1,545 －

投資有価証券の取得による支出 △88 △19

その他 △281,558 △142,907

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,768,354 △653,078

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △51 △528

自己株式の売却による収入 50,607 －

配当金の支払額 △433,754 △324,904

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △71,799

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,198 △397,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,223 △3,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,690,727 △570,146

現金及び現金同等物の期首残高 7,052,857 6,510,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,362,130 5,940,824



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループは外食事業を行っており、当該事業以外に事業の種類が

ないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　　　　　　当第１四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がな

いため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



６．その他の情報

「参考資料」　
（1）部門別仕入実績

 （単位：千円）

事業部門別 金額 前年同期比

レストラン 1,220,380 102.5 ％　

ファーストフード 803,635 103.6  

事業統括管理 81,134 199.4  

合計 2,105,150 104.9

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）部門別販売実績

 （単位：千円）

事業部門別 金額 前年同期比

レストラン 4,929,647 103.5 ％　

ファーストフード 3,792,853 102.5  

事業統括管理 381,086 200.8  

合計 9,103,587 105.2

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）種類別販売実績

 （単位：千円）

種類別

 

 

事業部門別

直営店売上 ロイヤリティ収入 ＦＣ関連等売上 合計

金額
前年同
期比
（％）

金額
前年同
期比
（％）

金額
前年同
期比
（％）

金額
前年同
期比
（％）

レストラン 4,091,457 106.0 257,498 87.7 580,690 94.9 4,929,647 103.5

ファーストフード 3,671,326 102.1 20,910 254.8 100,617 103.0 3,792,853 102.5

事業統括管理 373,150 200.5 － － 7,936 218.5 381,086 200.8

合計 8,135,934 106.5 278,408 92.2 689,244 96.6 9,103,587 105.2

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 2 －
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