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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,491 △14.0 △40 ― △29 ― △55 ―
23年3月期第1四半期 1,734 △18.3 △61 ― △59 ― △148 ―

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3月期第1四半期 △2.35 ―
23年3月期第1四半期 △6.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,662 1,759 37.7
23年3月期 4,770 1,814 38.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,759百万円 23年3月期  1,814百万円

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  ：  無  
現時点での平成24年３月期の配当予想については未定であります。 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 3,536 △2.0 86 ― 106 ― 3 ― 0.13
通期 6,805 △3.1 143 59.3 182 53.1 48 ― 2.50



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3月期1Q 23,605,396 株 23年3月期 23,605,396 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 181,365 株 23年3月期 181,365 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,424,031 株 23年3月期1Q 22,480,677 株

※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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2.配当予想額につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で速やかに開示するものとい
たします。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による直接

的な被害のみならず、福島原発事故による電力供給不安や風評被害など、先行き不透明な状況が続いて

おります。 

外食業界におきましても、依然として雇用・所得環境への不安が根強く、お客様の節約・低価格志向

が強くなっております。このような消費者マインドのなか、ユッケ食中毒事故の発生などによる消費者

の不信感などから、取り巻く環境は極めて厳しい状況となっております。 

こうした経営環境の下、当社といたしましては、「安心・安全」を最優先と考え、安全性の確認され

た食材の確保に努めてまいりました。また、６月下旬には来店頻度の向上を目指した販売促進強化をお

こなったところ、一定の効果を得ることができました。 

この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高1,491百万円（前年同期比14.0%減）、営業損失40

百万円（前年同期は営業損失61百万円）、経常損失29百万円（前年同期は経常損失59百万円）、四半期

純損失55百万円（前年同期は四半期純損失148百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産額は、前事業年度末に比べ108百万円減少し、4,662百万円と

なりました。これは主に、不採算店舗の退店により有形固定資産及び差入保証金が減少したことによる

ものであります。 

負債総額につきましては、前事業年度末に比べ53百万円減少し、2,903百万円となりました。これは

主に、買掛金及び未払法人税等が減少したことによるものであります。 

純資産総額につきましては、四半期純損失の計上により1,759百万円となり、前事業年度末に比べ55

百万円の減少となりました。 

  

平成24年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月10日公表の

業績予想から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,436 50,086

売掛金 94,458 83,310

商品 20,422 19,368

原材料及び貯蔵品 22,617 21,595

その他 186,261 151,158

貸倒引当金 △18,291 △19,110

流動資産合計 355,904 306,409

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 982,667 957,693

土地 1,230,813 1,230,813

その他（純額） 247,874 231,192

有形固定資産合計 2,461,354 2,419,700

無形固定資産 74,112 73,107

投資その他の資産   

差入保証金 947,944 936,249

投資不動産（純額） 890,189 887,197

その他 262,046 258,567

貸倒引当金 △220,557 △218,365

投資その他の資産合計 1,879,623 1,863,650

固定資産合計 4,415,090 4,356,457

資産合計 4,770,995 4,662,867

負債の部   

流動負債   

買掛金 191,804 145,841

短期借入金 224,000 944,000

1年内返済予定の長期借入金 805,500 42,330

1年内償還予定の社債 156,000 156,000

未払法人税等 56,536 15,401

賞与引当金 14,000 18,830

閉店損失引当金 14,232 17,161

その他 383,329 360,280

流動負債合計 1,845,403 1,699,844

固定負債   

社債 390,000 390,000

長期借入金 310,500 423,670

資産除去債務 100,353 98,021

その他 310,535 292,252

固定負債合計 1,111,388 1,203,944

負債合計 2,956,791 2,903,789
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,795,217 1,795,217

資本剰余金 155,412 155,412

利益剰余金 30,202 △24,923

自己株式 △166,628 △166,628

株主資本合計 1,814,203 1,759,077

純資産合計 1,814,203 1,759,077

負債純資産合計 4,770,995 4,662,867
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,734,656 1,491,427

売上原価 520,839 443,679

売上総利益 1,213,816 1,047,747

販売費及び一般管理費 1,275,765 1,088,615

営業損失（△） △61,949 △40,868

営業外収益   

受取利息 1,943 1,460

不動産賃貸料 25,299 28,125

協賛金収入 20,117 18,945

その他 2,723 6,746

営業外収益合計 50,083 55,279

営業外費用   

支払利息 11,209 13,811

不動産賃貸原価 26,103 25,365

支払手数料 6,500 2,820

その他 4,203 1,878

営業外費用合計 48,016 43,875

経常損失（△） △59,882 △29,465

特別利益   

固定資産売却益 1,778 945

閉店損失引当金戻入益 17,891 －

特別利益合計 19,669 945

特別損失   

固定資産除売却損 950 1,439

減損損失 4,545 7,667

賃貸借契約解約損 － 1,550

閉店損失引当金繰入額 9,398 6,637

災害損失 17,820 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,563 －

特別損失合計 76,278 17,294

税引前四半期純損失（△） △116,491 △45,814

法人税、住民税及び事業税 9,440 9,831

法人税等調整額 22,605 △520

法人税等合計 32,045 9,311

四半期純損失（△） △148,536 △55,125
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該当事項はありません。 

  

当社は、レストラン事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

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）セグメント情報等

（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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