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１．平成20年６月期第３四半期の業績（平成19年７月１日　～　平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第３四半期 2,345 (△10.7) 36 (△40.9) △44 ( － ) △96 ( － )

19年６月期第３四半期 2,626 ( 0.4) 62 ( － ) 82 ( － ) 41 ( － )

19年６月期 3,682 ( － ) 162 ( － ) 177 ( － ) △61 ( － )

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月期第３四半期 △17 04 － －

19年６月期第３四半期 7 33 － －

19年６月期 △10 90 － －

(2）財政状態  

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

20年６月期第３四半期 3,621 2,433 67.2 429 93

19年６月期第３四半期 3,902 2,717 69.6 480 08

19年６月期 3,757 2,654 70.6 468 95

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月期第３四半期 56 △248 43 371

19年６月期第３四半期 － － － －

19年６月期 169 113 △186 519

（注）「キャッシュ・フローの状況」開示は当会計事業年度から行っているため、前年同四半期の数値を記載してお

りません。

－ 1 －



２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

20年６月期第３四半期 － －

19年６月期第３四半期 － －

３．平成20年６月期の業績予想（平成19年７月１日　～　平成20年６月30日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 3,650 (△0.9) 150 (△7.9) 100 (△43.7) 65 ( － ) 11 48

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）におけるわが国の経済は、原材料や原油の高騰、サ

ブプライム問題、急激な円高進行による輸出企業の収益悪化等により景気の減速が懸念されております。個人消費は、

このところの株価下落や食料品の値上げ等により、高額嗜好品や耐久消費財への出費が控えられ一段と冷え込む恐れが

あり、その動向は不透明な状況にあります。

　焼肉業界におきましては、外食産業全体が伸び悩む中、牛肉のみならずその他の食材等も高騰し、ますます厳しい経

営環境が続いております。

　このような状況の中当社は、「ロースターリフレッシュキャンペーン」を実施し、ロースターの販売強化につとめて

まいりました。

　その結果、当第３四半期の売上高は2,345百万円（前年同期比10.7％減）となりました。

　しかし原材料の高騰等により製造原価が上昇し、当第３四半期の営業利益は36百万円（前年同期比40.9％減）となり

ました。経常利益は、投資事業組合評価損60百万円を計上したため、44百万円の経常損失となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の変動状況

①当第３四半期における総資産は3,621百万円で、前年同四半期末に比べ281百万円減少となりました。

　総資産減少の主な要因は、現預金及び売掛金が減少したことによるものであります。

②当第３四半期における負債は1,187百万円で、前年同四半期末に比べ1百万円増加となりました。

　負債増加の主な要因は、短期借入金及び役員退職慰労引当金が増加したことによるものであります。

③当第３四半期における純資産は2,433百万円で、前年同四半期末に比べ283百万円減少となりました。

　純資産減少の主な要因は、利益剰余金及びその他有価証券差額金等が減少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３四半期における現金及び現金同等物は371百万円であります。

　当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況、それらの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・フローは56百万円の増加となりました。

その主な要因は、たな卸資産の増加34百万円、法人税等の支払額43百万円がありましたが、売上債権が75百万円減

少したことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは248百万円の減少となりました。

その主な要因は、投資有価証券の取得による支出273百万円があったことによるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは43百万円の増加となりました。

その主な要因は、配当金の支払56百万円がありましたが、短期借入による収入が100百万円あったことによるもので

あります。

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想に関する定性的情報につきましては、今後、季節要因として第４四半期（平成20年４月１日～平成20年６月

30日）に売上増が見込まれるため、平成20年２月28日付けにて発表いたしました「平成20年６月期　中間決算短信（非

連結）」の予想から変更ありません。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　法人税等の計上基準及びその他影響額が僅少なものについては、簡便な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

（単位：千円、千円未満切捨て）

科目

前年同四半期末
（平成19年６月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年６月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期

（平成19年６月期）

金額 金額 金額
増減率
（％）

金額

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

1．現金及び預金 634,443 535,875   708,309

2．受取手形 116,111 81,210   141,904

3．売掛金 558,904 423,349   460,608

4．有価証券 74,001 49,010   71,309

5．たな卸資産 163,455 199,408   165,206

6．繰延税金資産 10,455 9,655   11,781

7．その他 38,040 49,894   11,854

8．貸倒引当金 △1,000 △920   △800

流動資産合計 1,594,412 1,347,482 △246,930 △15.5 1,570,171

Ⅱ　固定資産      

1．有形固定資産 767,154 761,484   765,512

(1）建物 96,949 95,058   102,787

(2）土地 572,329 572,329   572,329

(3）その他 97,876 94,097   90,396

2．無形固定資産 4,388 4,295   4,326

3．投資その他の資
産

1,537,010 1,507,783   1,417,135

(1）投資有価証券 1,220,168 1,196,802   1,191,064

(2）繰延税金資産 188,516 173,761   101,531

(3）長期前払費用 31,880 33,849   32,314

(4）その他 105,008 117,005   105,896

(5）貸倒引当金 △8,563 △13,636   △13,670

固定資産合計 2,308,553 2,273,563 34,989 △1.5 2,186,974

資産合計 3,902,966 3,621,046 △281,920 △7.2 3,757,145
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科目

前年同四半期末
（平成19年６月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年６月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期

（平成19年６月期）

金額 金額 金額
増減率
（％）

金額

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

1．買掛金 91,770 101,137   107,126

2．短期借入金 450,000 520,000   420,000

3．1年以内返済予定
社債 

－ 100,000   100,000

4．未払金 269,016 153,705   151,037

5．未払費用 26,004 28,694   30,271

6．未払法人税等 25,427 5,626   37,017

7．賞与引当金 30,281 33,800   13,200

8．その他 53,435 49,966   56,710

流動負債合計 945,935 992,929 46,994 5.0 915,361

Ⅱ　固定負債      

1．退職給付引当金 127,646 111,985   112,771

2．その他 12,000 14,250   12,000

3．役員退職慰労引
当金

－ 68,241   62,633

固定負債合計 239,646 194,476 △45,170 △18.8 187,404

負債合計 1,185,581 1,187,406 1,825 0.15 1,102,765

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

1．資本金 639,307 639,307   639,307

2．資本剰余金 595,887 595,887   595,887

3．利益剰余金 1,677,607 1,421,342   1,574,405

4．自己株式 △188,062 △188,062   △188,062

株主資本合計 2,724,739 2,468,475 △256,264 △9.4 2,621,538

Ⅱ　評価・換算差額等      

　その他有価証券
評価差額金

△7,355 △34,835   32,841

評価・換算差額等
合計

△7,355 △34,835 △27,480 － 32,841

純資産合計 2,717,384 2,433,639 △283,745 △10.4 2,654,380

負債及び純資産合
計

3,902,966 3,621,046 △281,920 △7.2 3,757,145
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(2）（要約）四半期損益計算書

（単位：千円、千円未満切捨て）

科目

前年同四半期
（平成19年６月期
第３四半期末）

当四半期
（平成20年６月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期

（平成19年６月期）

金額 金額 金額
増減率
（％）

金額

Ⅰ　売上高 2,626,605 2,345,318 △281,287 △10.7 3,682,373

Ⅱ　売上原価 1,792,208 1,546,319 △245,889  2,490,817

売上総利益 834,396 798,999 △35,397  1,191,556

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

771,980 762,088 △9,892  1,028,689

営業利益 62,415 36,910 △25,505 △40.9 162,867

Ⅳ　営業外収益 38,080 6,826 △31,254 － 35,114

1．受取利息及び配
当金

2,178 2,544   5,033

2．有価証券売却益 21,890 －   21,890

3．その他 14,012 4,282   8,190

Ⅴ　営業外費用 18,031 88,393 70,362 － 20,349

1．支払利息及び社
債利息 

6,026 5,692   7,961

2．有価証券評価損 12,005 22,299   12,387

3．投資事業組合損 － 60,401   －

経常利益又は経常
損失(△) 

82,464 △44,656 △127,120 － 177,632

Ⅵ　特別利益 47,164 － △47,164 － 55,162

投資有価証券売却
益 

42,774 －   55,162

その他 4,386 －    

Ⅶ　特別損失 25,203 63,150 37,942 － 164,386

1．投資有価証券評
価損

22,153 41,604   97,490

2．投資有価証券売
却損

－ 19,685   －

3．その他 3,050 1,860   66,896

税引前当期純利益
又は四半期(当
期)純損失(△)

104,425 △107,807 △212,232 － 68,408

 法人税等 62,934 △11,346 △74,280 － 130,119

当期純利益又は四
半期(当期)純損
失(△)

41,490 △96,460 △137,950 － △61,711
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

（単位：千円、千円未満切捨て）

株　　主　　資　　本

資本金 資本剰余金

利　益　剰　余　金

自己株式
株主資本
合　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越剰余金
合　　　計

平成18年６月30日　残高 639,307 595,887 159,826 1,250,000 297,043 1,706,870 △188,062 2,754,002

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － － － 150,000 △150,000 － － －

剰余金の配当 － － － － △70,753 △70,753 － △70,753

当期純利益 － － － － 41,490 41,490 － 41,490

株主資本以外の項目の
四半期の変動額（純額）

－ － － － － － － －

四半期中の変動額合計 － － － 150,000 △179,263 △29,263 － △29,263

平成19年３月31日　残高 639,307 595,887 159,826 1,400,000 117,780 1,677,607 △188,062 2,724,739

評価・換算差額等
純資産合計

評価・換算差額等合計

平成18年６月30日　残高 80,438 2,834,440

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － －

剰余金の配当 － △70,753

当期純利益 － 41,490

株主資本以外の項目の
四半期の変動額（純額）

△87,793 △87,793

四半期中の変動額合計 △87,793 △117,056

平成19年３月31日　残高 △7,355 2,717,384
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当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

（単位：千円、千円未満切捨て）

株　　主　　資　　本

資本金 資本剰余金

利　益　剰　余　金

自己株式
株主資本
合　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越剰余金
合　　　計

平成19年６月30日　残高 639,307 595,887 159,826 1,400,000 14,578 1,574,405 △188,062 2,621,538

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － － － △50,000 △50,000 － － －

剰余金の配当 － － － － △56,602 △56,602 － △56,602

当期純利益 － － － － △96,460 △96,460 － △96,460

株主資本以外の項目の
四半期の変動額（純額）

－ － － － － － － －

四半期中の変動額合計 － － － △50,000 △103,062 △153,062 － △153,062

平成20年３月31日　残高 639,307 595,887 159,826 1,350,000 △88,484 1,421,342 △188,062 2,468,475

評価・換算差額等
純資産合計

評価・換算差額等合計

平成19年６月30日　残高 32,841 2,654,380

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － －

剰余金の配当 － △56,602

当期純利益 － △96,460

株主資本以外の項目の
四半期の変動額（純額）

△67,677 △67,677

四半期中の変動額合計 △67,677 △220,740

平成20年３月31日　残高 △34,835 2,433,639
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（参考）前期（平成19年６月期）

（単位：千円、千円未満切捨て）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利　益　剰　余　金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金

合　　　計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成18年６月30日　残高 639,307 595,887 595,887 159,826 1,250,000 297,043 1,706,870 △188,062 2,754,002

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － － － － 150,000 △150,000 － － －

剰余金の配当 － － － － － △70,753 △70,753 － △70,753

当期純利益 － － － － － △61,711 △61,711 － △61,711

株主資本以外の項目の四
半期の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

四半期中の変動額合計 － － － － 150,000 △282,464 △132,464 － △132,464

平成19年９月30日　残高 639,307 595,887 595,887 159,826 1,400,000 14,578 1,574,405 △188,062 2,621,538

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年６月30日　残高 80,438 80,438 2,834,440

四半期中の変動額

別途積立金の組入れ － － －

剰余金の配当 － － △70,753

当期純損失 － － △61,711

株主資本以外の項目の四
半期の変動額（純額）

△47,596 △47,596 △47,596

四半期中の変動額合計 △47,596 △47,596 △180,060

平成19年９月30日　残高 32,841 32,841 2,654,380
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円、千円未満切捨て）

当四半期
（平成20年６月期
第３四半期末）

（参考）前期
（平成19年６月期）

区分 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

1．税引前当期純利益 △107,807 68,408

2．減価償却費 25,549 27,638

3．貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

85 517

4．賞与引当金の増減額 
（減少：△）

20,600 3,000

5．役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△750 △6,000

6．退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△785 △16,036

7．役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

5,608 62,633

8．受取利息及び受取配当金 △2,156 △5,034

9．投資事業組合損益
（利益：△） 

60,401 629

10．支払利息 3,435 7,069

11．社債利息 335 892

12．有価証券評価損 22,299 11,758

13．有価証券売却益 － △21,890

14．投資有価証券評価損 41,604 97,490

15．投資有価証券売却益 － △55,162

16．投資有価証券売却損 19,685 11,300

17．有形固定資産除去損 1,860 －

18．売上債権の増減額
（増加：△） 

75,431 104,037

19．たな卸資産の増減額
（増加：△） 

△34,200 9,501

20．仕入債務の増減額
（減少：△） 

△5,989 13,711

21．未払消費税等の増減額
（減少：△） 

△1,802 △7,220

22．その他 △22,395 △6,723

小計 101,009 300,521

23．利息及び配当金の受取額 2,156 5,034

24．利息の支払額 △3,770 △7,962

25．法人税等の支払額 △43,309 △128,223

　　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

56,086 169,369
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当四半期
（平成20年６月期
第３四半期末）

（参考）前期
（平成19年６月期）

区分 金額 金額

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

1．定期預金の預入による支
出

△205,474 △297,198

2．定期預金の払戻による収
入 

299,258 292,132

3．有価証券の取得による支
出 

－ －

4．有価証券の売却による収
入 

－ 121,850

5．有形固定資産の取得によ
る支出

△23,351 △22,356

6．投資有価証券の取得によ
る支出 

△273,421 △283,925

7．投資有価証券の売却によ
る収入 

30,879 287,940

8．投資事業組合の分配金に
よる収入 

3,000 19,212

9．貸付けによる支出 △8,550 △10,200

10．貸付金の回収による収入 4,600 10,200

11．その他の増減 △5,494 △4,464

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△248,554 113,190

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

1．短期借入れによる収入 460,000 1,270,000

2．短期借入金の返済による
支出 

△360,000 △1,320,000

3．長期借入金の返済による
支出 

－ △16,520

4．社債の償還による支出 － △50,000

5．配当金の支払額 △56,182 △70,451

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

43,817 △186,971

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

△148,649 95,589

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

519,679 424,090

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

371,030 519,679
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(5）事業部門別売上高

品目別売上高は次の通りであります。

（単位：千円、千円未満切捨て）

品　目

前四半期

(平成19年６月期第３四半期) 

当四半期

(平成20年６月期第３四半期) 
対前年四半期比増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

製　　品 861,248 32.8 827,384 35.3 △33,864 △3.9

部 材 品 439,987 16.7 412,288 17.6 △27,698 △6.3

据付工事 610,839 23.3 612,060 26.1 1,220 0.2

その他内装工事 259,617 9.9 393,473 16.8 133,855 51.5

商　　品 454,911 17.3 100,111 4.2 △354,800 △78.0

合　計 262,660 100.0 2,345,318 100.0 △281,287 △10.7

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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