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業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 平成 19 年２月期（平成 18 年 3 月 1 日～平成 19 年２月 28 日）通期における連結・単独業績予

想について、平成 18 年９月１日に公表いたしました予想を下記のとおり修正いたしますのでお知

らせいたします。 
記 

 
１． 通期業績予想数値の修正 
（１）平成19年２月期単独業績予想数値の修正（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

（単位：百万円、％） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
前 回 発 表 予 想（A） 
（平成18年９月１日発表） 

4,414 527 279 

今 回 修 正 予 想（B） 4,204 455 268 
増 減 額（Ｂ－Ａ） △209 △71 △11 
増 減 率（％） △4.8 △13.6 △4.1 
（ご参考） 

前期実績（平成18年２月期） 
1,729 189 99 

（２）平成19年２月期連結業績予想数値の修正（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 
（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
前 回 発 表 予 想（A） 
（平成18年９月１日発表） 

5,346 672 349 

今 回 修 正 予 想（B） 4,990 446 273 
増 減 額（Ｂ－Ａ） △356 △225 △76 
増 減 率（％） △6.7 △33.5 △21.8 
（ご参考※） 

前期実績（平成18年２月期） 
－ － － 

※ 平成19年２月期は、連結初年度にあたるため、前期実績数値は記載しておりません。 



２． 修正の理由 
 
平成18年9月に取得いたしました連結子会社の19店舗の売上寄与が、改装に伴う休業などによ

り当初予算と比較し、大幅に遅延しております。（売上高機会損失見積り額約125百万円※）また、

その他の既存店舗におきましても、水漏れ事故等による休業（売上損害額約 70 百万円）があった

こと及び、連結子会社店舗へ集中的な人的支援を行ったことにより人材の分散を原因とする、売上

機会損失等があったことにより、売上高につきましては当初予想を下回る見込みとなりました。 
また、これら店舗に係る一時休業中の固定費（地代家賃、減価償却費等）は売上に直接貢献しな

い経費として減益要因となります。 
具体的には、増加した一時休業期間にかかる地代家賃の見積り額が約 20 百万円、当初計画と比

較いたしまして改装規模が大きくなったことによる減価償却費が約 21 百万円増加し、加えて連結

子会社買収によるのれん代償却費も修正前予想額比約 24 百万円増加いたしました。 
以上の要因から、売上高の減少による経常利益額の見積減少額約 90 百万円とあわせまして、経

常利益額及び当期純利益額につきましても前回予想を下回る見込みとなっております。 
そのため、業績予想を修正するものであります。 

※連結子会社店舗売上寄与遅延による詳細については別紙をご参照ください。 

 
３．来期（平成20年２月期）以降について 
 
連結子会社店舗 19 店舗がほぼ売上にフル寄与することにより、来期売上高に通年で貢献いたし

ます。また、平成 20 年２月期計画では、前半は経営基盤の強化に注力し新規出店を控えます。５

月以降出店を再開し、既存店を含めた全店舗が黒字店舗として、さらなる業績向上に寄与していく

予定であります。 
今後においても「赤字店舗 ゼロ」を経営の基本としていく所存であります。 

 
（注）上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社において判断したも

のであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値

と異なる可能性がございます。 
 

以  上 



【別紙】連結子会社店舗売上寄与遅延について 

改装計画の大幅な前倒しにより、営業可能日数が予算と比較して大幅に減少したことが、売上予算未達の最大の原

因であります。特に10月、11月は全店舗の営業可能日数に対する実際営業日数は、約6割程度で推移しております。 

そこで、予算上での改装オープン見積と、実績での改装オープン状況を図にしました。 

 

旧店舗名 

予算売上 

寄与日数 
（6ヶ月中）

（A） 

当期実際 

営業日数 

（B） 

（A） 
－ 

（B） 

予算と実績の 
乖離原因 

現店舗名及び顛末 

金臓銀臓 渋谷道玄坂 141 6 135 10/7～休業中 休業中 

金臓銀臓 新宿中央通 113 112 1 8/31～10/17休業 黒き 新宿中央通 

金臓銀臓 御茶ノ水 133 93 40 10/7～11/16休業 八吉 御茶ノ水 

金臓銀臓 数寄屋橋 147 104 43 10/14～11/23休業 八吉 数寄屋橋 

なつめ  数寄屋橋 157 104 53 （同上） （同上） 

銀の月 数寄屋橋 175 175 0 なし 銀の月 数寄屋橋 

輦 数寄屋橋 159 130 29 10/16～10/23休業 五大陸 数寄屋橋 

銀の月 上野中央通 175 114 61 10/1～11/30休業 八吉 上野中央通 

金臓銀臓 上野中央通 114 114 0 なし （同上） 

金臓銀臓 新宿東南口 172 170 2 11/4～11/9休業 黒き 新宿東南口 

東風蔵 新宿西口中央

※ 
120 143 －23 

2/1～休業中（予算上

は、1月より休業） 
休業中（4月改装開店） 

輦 新宿西口 160 66 94 11/11～休業中 休業中 

銀の月 新宿西口 172 172 0 なし 銀の月 新宿西口 

金臓銀臓 新宿一番街 172 167 5 10/21～10/25休業 黒き 新宿一番街 

金臓銀臓 新宿小滝橋 147 167 －20 

11/5～11/9休業 
(予算上は土日休業も年中

無休営業実施) 

黒き 新宿小滝橋 

金臓銀臓 新宿国際通 113 109 4 9/1～10/22休業 黒き 新宿国際通 

金臓銀臓 池袋西口 159 168 －9 

11/1～11/6休業 
(予算上は土日休業も年中

無休営業実施) 

黒き 池袋西口 

合計 2,529 2,114 415   
(※)東風蔵は、予算における休業時期が1ヶ月遅れたことにより、実際営業日数が増加しております。 

  
修正前予想上の売上寄与日数2,529日に対し、実際営業日数との差額が415日あることから、売上高の機会損失日

数であるといえます。休業等が集中しました10月の各店舗の1日あたりの売上高平均が、おおむね30万円であるこ

とから、その機会損失売上高を次の算式により見積りました。 

算式＝売上の機会損失日数 415日×30万円＝124,500千円 

以 上 


