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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 3,388 △6.7 △124 ― △120 ― △80 ―

21年12月期第1四半期 3,629 ― △35 ― 115 ― 110 ―

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12月期第1四半期 △8.05 ―

21年12月期第1四半期 12.93 ―

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12月期第1四半期 9,771 5,141 52.2 508.23
21年12月期 10,192 5,201 50.7 514.89

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,105百万円 21年12月期  5,171百万円

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

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

21年12月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

7,007 △5.7 102 △12.7 79 △67.7 25 △82.3 2.49

通期 14,176 △6.1 195 81.6 151 △22.3 51 ― 5.08
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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 

 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、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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12月期第1四半期 10,052,600株 21年12月期  10,052,600株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  7,855株 21年12月期  7,855株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 10,044,745株 21年12月期第1四半期  8,574,376株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気の悪化に底打ちの兆しが見られるもの

の、厳しい雇用情勢・所得環境が続いていることから、個人消費は低迷基調のまま推移いたしました。 

 外食業界におきましても、消費者の節約志向が顕著となり、依然として厳しい状況が続いております。

 こうしたなか、当社グループは、厳しい経営環境下においても持続的な収益成長を可能とする事業基盤

の確立を目指し、当社グループの成長を支える優秀な人材の登用と育成、競争力のある商品作り、費用の

適正化に重点を置き、既存店の業績向上に取り組んでまいりましたが、国内既存店における来客数の減少

と客単価の低下や、海外子会社の業績不振により、当第１四半期連結会計期間における売上高は、33億88

百万円（前年同期比6.7％減）となりました。 

 売上高をコンセプト（営業形態）別にみると「ラ・ボエム」は10億１百万円（同8.8％減）、「ゼス

ト」は３億33百万円（同5.5％減）、「モンスーンカフェ」は７億62百万円（同7.8％減）、「権八」は６

億84百万円（同2.4％減）、「ディナーレストラン」は２億12百万円（同3.7％減）、「フードコロシア

ム」は２億４百万円（同14.5％減）、「その他」は１億89百万円（同0.7％減）となりました。既存店売

上高につきましては、前年同期比10.3％の減収となりました。  

 利益につきましては、営業損失１億24百万円（前年同期は営業損失35百万円）、経常損失は１億20百万

円（前年同期は経常利益１億15百万円）、四半期純損失は80百万円（前年同期は四半期純利益１億10百万

円）となりました。  

 なお、前年同期比につきましては、参考として記載しております。  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して４億21百万円減少し、97億71百

万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末と比較して３億21百万円減少し、12億38百万円となりました。主な変動要

因は、現金及び預金が２億72百万円、売掛金が60百万円、原材料及び貯蔵品が35百万円それぞれ減少した

ことによるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末と比較して99百万円減少し、85億32百万円となりました。主な変動要因

は、建物及び構築物が67百万円、工具、器具及び備品が18百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。 

 流動負債は前連結会計年度末と比較して73百万円減少し、30億23百万円となりました。主な変動要因

は、短期借入金が１億64百万円増加した一方で、未払費用１億５百万円、１年内返済予定の長期借入金50

百万円、未払法人税等60百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

 固定負債は前連結会計年度末と比較して２億86百万円減少し、16億６百万円となりました。主な変動要

因は、長期借入金が２億86百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して60百万円減少し、51億41百万円となりました。主な変動要因は、

為替換算調整勘定が13百万円増加した一方で、四半期純損失80百万円を計上したことによるものでありま

す。 

(2)キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末と比較して２億22百万円減少し、３億69百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、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） 

 税金等調整前四半期純損失１億11百万円、減価償却費１億41百万円、売上債権の減少60百万円、たな卸

資産の減少36百万円、法人税等の納付54百万円などにより、営業活動の結果支出した資金は97百万円（前

年同期は93百万円の支出）となりました。 

（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21百万円、定期預金への預入による支出10百万円、定期預金の払い戻し

による収入60百万円などにより、投資活動の結果得られた資金は48百万円（前年同期は１億61百万円の支

出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金１億64百万円の増加、長期借入金３億36百万円の返済を実施したことなどにより、財務活動

の結果支出した資金は１億74百万円（前年同期は２億60百万円の収入）となりました。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年12月期の連結業績予想につきましては、概ね想定した範囲内の実績で推移いたしましたので、
前回発表時（平成22年２月15日）の予想から変更はありません。 

  なおこの予想数値は、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、業況の変化等により、異なる場合があります。 

  
  

 該当事項はありません。    

  

  （簡便な会計処理） 
①固定資産の減価償却費の算定方法は、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ため、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。    

  

該当事項はありません。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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22年３月31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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 369,772 642,432

受取手形及び売掛金 361,966 422,456

原材料及び貯蔵品 194,650 230,499

前払費用 156,077 145,068

繰延税金資産 80,465 37,087

その他 75,422 82,097

流動資産合計 1,238,355 1,559,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,018,367 10,963,356

減価償却累計額 △6,212,485 △6,100,313

減損損失累計額 △1,675,269 △1,665,406

建物及び構築物（純額） 3,130,611 3,197,636

車両運搬具 10,343 10,271

減価償却累計額 △10,169 △10,085

車両運搬具（純額） 173 185

工具、器具及び備品 2,083,582 2,072,648

減価償却累計額 △1,684,637 △1,655,949

減損損失累計額 △93,609 △92,970

工具、器具及び備品（純額） 305,336 323,729

土地 2,980,409 2,969,618

リース資産 25,528 25,528

減価償却累計額 △3,161 △1,885

リース資産（純額） 22,366 23,643

建設仮勘定 7,728 735

有形固定資産合計 6,446,626 6,515,548

無形固定資産

ソフトウエア 57,472 62,971

電話加入権 10,575 10,575

その他 500 521

無形固定資産合計 68,548 74,067

投資その他の資産

投資有価証券 9,417 8,687

長期前払費用 40,293 37,749

繰延税金資産 244,921 253,257

差入保証金 1,723,155 1,743,505

投資その他の資産合計 2,017,788 2,043,199

固定資産合計 8,532,964 8,632,816

資産合計 9,771,319 10,192,458
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 547,058 591,419

短期借入金 676,000 512,000

1年内返済予定の長期借入金 970,876 1,021,384

リース債務 5,361 5,361

未払金 121,434 162,994

未払費用 520,661 625,845

未払法人税等 13,559 73,989

未払消費税等 71,710 65,410

その他 96,792 38,930

流動負債合計 3,023,455 3,097,336

固定負債

長期借入金 1,539,556 1,825,898

リース債務 18,570 19,911

退職給付引当金 29,695 29,349

店舗閉鎖損失引当金 18,500 18,000

固定負債合計 1,606,322 1,893,158

負債合計 4,629,778 4,990,494

純資産の部

株主資本

資本金 1,472,118 1,472,118

資本剰余金 2,127,118 2,127,118

利益剰余金 1,844,839 1,925,666

自己株式 △9,692 △9,692

株主資本合計 5,434,383 5,515,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,378 2,945

為替換算調整勘定 △332,755 △346,239

評価・換算差額等合計 △329,376 △343,293

新株予約権 36,534 30,047

純資産合計 5,141,541 5,201,963

負債純資産合計 9,771,319 10,192,458
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(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21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 3,629,908 3,388,360

売上原価 3,329,211 3,220,613

売上総利益 300,697 167,746

販売費及び一般管理費 336,593 291,748

営業損失（△） △35,896 △124,001

営業外収益

受取利息 122 42

為替差益 168,243 6,668

その他 5,408 10,203

営業外収益合計 173,774 16,914

営業外費用

支払利息 14,032 12,981

株式交付費 2,702 －

その他 5,860 45

営業外費用合計 22,595 13,027

経常利益又は経常損失（△） 115,282 △120,115

特別利益

訴訟和解金 33,398 －

受取保険金 － 9,000

特別利益合計 33,398 9,000

特別損失

固定資産除却損 19,387 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,000 －

特別損失合計 44,387 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

104,293 △111,115

法人税、住民税及び事業税 637 5,049

法人税等調整額 △7,192 △35,338

法人税等合計 △6,555 △30,288

四半期純利益又は四半期純損失（△） 110,848 △80,826
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

104,293 △111,115

減価償却費 143,126 141,313

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,533 346

受取利息及び受取配当金 △122 △42

支払利息 14,032 12,981

為替差損益（△は益） △168,243 △6,668

株式交付費 2,702 －

固定資産除却損 19,387 39

売上債権の増減額（△は増加） 79,778 60,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,858 36,069

仕入債務の増減額（△は減少） △25,777 △44,679

その他 △168,457 △117,246

小計 42,113 △28,390

利息及び配当金の受取額 122 42

利息の支払額 △16,247 △14,703

法人税等の支払額 △119,555 △54,045

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,567 △97,097

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 △187,431 △21,941

定期預金の預入による支出 △180,047 △10,000

定期預金の払戻による収入 210,004 60,007

差入保証金の差入による支出 △3,142 －

差入保証金の回収による収入 572 20,560

その他 △1,443 △210

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,487 48,415

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） 150,000 164,000

長期借入金の返済による支出 △351,112 △336,849

リース債務の返済による支出 － △1,340

株式の発行による収入 497,301 －

自己株式の取得による支出 △25 －

配当金の支払額 △35,591 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,572 △174,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,433 267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,951 △222,651

現金及び現金同等物の期首残高 519,905 592,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 526,856 369,772
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

事業の種類別セグメント情報は、すべての事業がレストラン経営を主とする飲食事業であるため記載
を省略しております。 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

事業の種類別セグメント情報は、すべての事業がレストラン経営を主とする飲食事業であるため記載
を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】   
  前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報
の記載を省略しております。 
  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 
全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 
  

【海外売上高】  
  前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

(6) 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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