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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

（注）当第３四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載し
ておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第３四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。  

(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3四半期 12,481 ― 1,322 ― 1,372 ― 748 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 10,921.92 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 13,181 10,234 77.6 149,440.28
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  ―百万円 21年3月期  ―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3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年3月期 ― 1,500.00 ―
22年3月期 

（予想）
1,500.00 3,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）連結業績予想につきましては、第３四半期連結会計期間末より連結財務諸表を作成しているため、対前期の増減率については記載しておりません。 

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 17,550 ― 1,650 ― 1,700 ― 910 ― 13,287.00
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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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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  無  

(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４月９日発表「平成22年３月期、決算短信（非連結）」における業績予想は非連結のものでありましたが、当第３四半期より連結財務諸表を作
成することに伴い、連結業績予想を作成しております。なお、詳細につきましては、本日（平成22年１月18日）発表「通期業績予想の修正および連結決算の
開始に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．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。実際の業績等は、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。業績予想の前提となる仮定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３ページ
【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 株式会社スエヒロレストランシステム ） 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3四半期 68,488株 21年3月期  68,488株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 68,488株 21年3月期第3四半期 68,488株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調に転じているものの、下期以降の円高・株価下

落、デフレ局面などを背景とした企業業績への懸念、雇用環境や個人消費の低迷が続くなど、依然として景気の先行

きは不透明な状況が続いております。 

当業界におきましては、景気の先行きやボーナスカットなどによる所得の不安感から消費者の生活防衛意識の高

まりによる外食への支出を控える傾向が一段と強まるなど、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の下、当社グループは、焼肉部門におきましては、食肉の知識とカット技術を駆使し、さらなる商

品の品質向上に努め、一人一人のお客様に喜んでいただける「安心・安全」な国産牛を提供してまいりました。 

焼鳥部門におきまして、焼き師認定制度を導入し、炭火で１本１本手焼きする「焼き」の技術向上による「美味

しい・安い」焼鳥の提供と女性・ファミリー層をターゲットとした季節の旬にこだわった釜めしの提供に努めてまい

りました。 

また、お客さまに満足していだたける接客・サービスの提供に努めるなどの内部取組に全社挙げて注力してまい

りました。 

 店舗数につきましては、あみやき亭７店舗（瑞浪店、三鷹中原店、川崎駅東口店、環八成城店、福生店、東久留米

店、豊田寿店）、美濃路３店舗（四日市富洲原店、名張店、伊勢店）を新規に出店いたしました。総店舗数は、１４

０店舗（あみやき亭９１店舗、美濃路４９店舗）となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間におきましては、売上高は、12,481百万円、損益面におきましては、粗利改善

並びに販売管理費の削減効果により営業利益1,322百万円、経常利益1,372百万円、四半期純利益748百万円となりま

した。 

  

（注）当社は、当第３四半期連結会計期間より連結決算を開始いたしました。従いまして、当第３四半期連結累計期

間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度の記載は行っておりません。  

  

  当第３四半期末の総資産額は、131億81百万円となりました。主な内訳は、現金預金51億17百万円、有形固定資産

53億68百万円となっております。 

負債総額は、29億46百万円となりました。主な内訳は、流動負債28億75百万円となっております。 

純資産総額は、102億34百万となりました。主な内訳は、利益剰余金53億36百万円なっております。  

  

（注）当社は、当第３四半期連結会計期間より連結決算を開始いたしました。従いまして、当第３四半期連結累計期

間は連結初年度にあたるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度の記載は行っておりません。 

  

 平成21年4月9日に公表いたしました平成22年3月期の個別業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、修

正しております。又、平成22年３月期第３四半期末より連結決算に移行致しました。 

詳細は、平成22年1月18日付「通期業績予想の修正および連結決算の開始に関するお知らせ」をご参照ください。

  

  

平成21年11月１日に株式会社スエヒロレストランシステムの全株式を取得し、連結の範囲に含めております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 5,117

商品及び製品 48

原材料及び貯蔵品 107

前払費用 170

繰延税金資産 150

その他 278

流動資産合計 5,872

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 4,039

構築物（純額） 361

機械及び装置 187

車両運搬具（純額） 7

工具、器具及び備品（純額） 231

土地 489

建設仮勘定 22

有形固定資産合計 5,340

無形固定資産 70

投資その他の資産  

投資有価証券 11

長期貸付金（純額） 264

長期前払費用 191

繰延税金資産 123

投資不動産（純額） 27

差入保証金 1,106

保険積立金 183

貸倒引当金 △9

投資その他の資産合計 1,898

固定資産合計 7,308

資産合計 13,181
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(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 768

未払金及び未払費用 1,030

未払法人税等 742

未払消費税等 85

預り金 85

引当金 100

その他 62

流動負債合計 2,875

固定負債  

長期リース資産減損勘定 14

負ののれん 0

その他 57

固定負債合計 71

負債合計 2,946

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,473

資本剰余金 2,426

利益剰余金 5,336

株主資本合計 10,236

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △2

評価・換算差額等合計 △2

純資産合計 10,234

負債純資産合計 13,181
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,481

売上原価 4,690

売上総利益 7,791

販売費及び一般管理費 6,468

営業利益 1,322

営業外収益  

受取利息及び配当金 21

協賛金収入 18

雑収入 9

営業外収益合計 49

経常利益 1,372

特別利益  

受取保険金 1

固定資産売却益 0

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 23

減損損失 8

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 1,342

法人税、住民税及び事業税 586

法人税等調整額 8

法人税等合計 594

四半期純利益 748

6

㈱あみやき亭　平成22年３月期第３四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 1,342

減価償却費 446

引当金の増減額（△は減少） △24

有形固定資産除却損 23

減損損失 8

受取利息及び受取配当金 △21

たな卸資産の増減額（△は増加） △59

その他の流動資産の増減額（△は増加） △27

仕入債務の増減額（△は減少） 124

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 69

未払消費税等の増減額（△は減少） 4

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27

その他 △5

小計 1,907

利息及び配当金の受取額 26

法人税等の支払額 △540

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,394

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 1,500

定期預金の預入による支出 △8,500

定期預金の払戻による収入 7,000

有形固定資産の取得による支出 △709

有形固定資産の売却による収入 1

有形固定資産の除却による支出 △3

無形固定資産の取得による支出 △6

差入保証金の差入による支出 △46

差入保証金の回収による収入 10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

362

貸付けによる支出 △901

貸付金の回収による収入 22

その他 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △188

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104

現金及び現金同等物の期首残高 1,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,756
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社及び連結子会社の事業は、飲食業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまして、開示対

象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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