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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9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 ％

21年6月期第1四半期 6,272 ― 426 ― 438 ― 230 ―

20年6月期第1四半期 6,098 5.6 400 △32.1 393 △35.9 206 △33.7

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

21年6月期第1四半期 1,600.11 ―

20年6月期第1四半期 1,434.04 1,433.94

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

21年6月期第1四半期 16,083 12,442 77.4 86,487.29
20年6月期 16,215 12,358 76.2 85,899.97

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  12,442百万円 20年6月期  12,358百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 800.00 ― 1,000.00 1,800.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 800.00 ― 800.00 1,600.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 13,400 ― 1,300 ― 1,300 ― 700 ― 4,865.55
通期 26,900 4.5 2,700 10.7 2,700 2.5 1,200 8.9 8,340.86

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

（注）詳細は、３ページ【定性情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  143,870株 20年6月期  143,870株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  0株 20年6月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  143,870株 20年6月期第1四半期  143,870株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき策定したものであり、実際の業績は様々な要因によって
予想数値と異なる場合があります。  
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当第１四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）におけるわが国の経済は、サブ

プライムローン問題に起因する金融不安が広く社会を覆い、企業倒産も増加傾向にある等非常に厳しい状

況でありました。また、原油価格を始めとする原料価格も調整局面にはあるものの未だ高水準にあり、景

気も後退色が強まってきました。 

 外食業界におきましても、原料価格の上昇や高止まり、景気の不透明感等により個人消費が冷え込む中

で、度重なる食品偽装や薬物汚染問題の発生により食に対する不安感、不信感が高まるなど、経営環境は

ますます厳しさを増しております。 

 このような状況の中、当社は、第33期に取り組むべき課題として、購買力の強化による原材料費の抑制

及び間接経費の見直しを始めとする全社にわたるコスト削減、教育・評価制度の体系を整備することによ

る人材及び組織力の強化、海外１号店の出店、ドミナント出店の継続及びブランドの再強化、並びに、コ

ンプライアンス経営の推進を掲げ、具体的な施策に取り組んでおります。 

 当第１四半期におきましては、特に、購買に関しまして、食材、備品消耗品その他のあらゆる費用項目

について改善と検証を進めてまいりました。また、ドミナント出店及びブランドの再強化は継続的に行っ

ております。これらの取り組みは売上の増加はもちろんのこと、コスト削減つまり利益率の改善で一定の

成果を上げ始めております。なお、出店に関しましては、新規ブランドである「電撃ホルモン」を池袋に

１店舗、「電撃ホルモン・月の雫」を溝口に１店舗、「電撃ホルモン酒場」を自由が丘に１店舗出店し、

「庖坊主新宿通り店」を「電撃ホルモン酒場新宿通り店」に業態転換いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は順調に推移し、売上高は前年同四半期比2.9%増加し62億

72百万円、営業利益は前年同四半期比で6.4%増加し４億26百万円、経常利益に関しましては受取利息20百

万円を主な原因として前年同四半期比で11.4%増加し４億38百万円、第１四半期純利益も前年同四半期比

で11.6%増加し２億30百万円とそれぞれなりました。 

（注）当会計年度は「四半期財務諸表に関する会計基準」が適用された初年度であるため、比較、分析に用いた当四

半期会計期間に対応する前会計年度の四半期会計期間の数値は、参考として記載しております。 

  
  

当第１四半期会計期間末の総資産は、160億83百万円と前期末比１億31百万円の減少となりました。流

動資産は前期末比９億36百万円減少し、39億27百万円、固定資産は８億４百万円増加し121億55百万円、

流動負債は２億６百万円減少し27億77百万円、固定負債は９百万円減少し８億62百万円、純資産は84百万

円増加し124億42百万円となりました。 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、18億79百万円となり

ました。各キャッシュ・フローの状況につきまして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） 

 営業活動の結果支出した資金は、79百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を４億31百

万円計上いたしましたが、法人税等の支払額が４億47百万円あっ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） 

 投資活動の結果支出した資金は、８億38百万円となりました。これは、主に新規店舗の開設等に伴う有

形固定資産の取得による支出２億６百万円、差入保証金の差入による支出４億49百万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） 

 財務活動の結果支出した資金は、１億77百万円となりました。これは、配当金の支払額１億44百万円及

び長期借入金の返済による支出33百万円があったことによるものであります。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

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

(1)資産、負債及び純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

㈱三光マーケティングフーズ（2762） 平成21年６月期 第１四半期決算短信（非連結）

2



平成21年６月期第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20年８月14日に公表いた

しました業績予想に変更ありません。 

［業績予想に関する留意事項］ 

本資料に含まれている業績予想その他将来に関する事象（以下「業績予想等」といいます。）については、本資料

の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき当社が策定したものであり、実際の業績予想

等はさまざまな要因により予想と異なる場合がありますことをご承知おきください。 

  
  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法定実効税率をベースとした年間予想税率により計算しております。 

  
  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

（損益計算書） 

 前事業年度まで営業外収益の「固定資産負担金」及び「協賛金収入」として計上しておりました

「協賛金」につきまして、営業活動に含まれ、又は付随する収益である点を明確にすべく当第１四半

期会計期間より営業収益項目として「営業収入」として掲記しております。 
  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

② 「会計方針の変更」
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,879,642 2,975,804 

受取手形及び売掛金 256,843 286,826 

原材料 51,037 50,997 

前払費用 412,264 404,349 

繰延税金資産 158,452 158,452 

未収入金 1,096,279 904,634 

その他 73,362 83,133 

貸倒引当金 △6 △8 

流動資産合計 3,927,875 4,864,191 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,071,139 926,003 

減価償却累計額 △291,655 △270,565 

建物（純額） 779,484 655,437 

構築物 3,000 3,600 

減価償却累計額 △565 △610 

構築物（純額） 2,434 2,989 

工具、器具及び備品 328,863 361,404 

減価償却累計額 △149,539 △194,198 

工具、器具及び備品（純額） 179,324 167,206 

土地 57,370 57,370 

建設仮勘定 51,073 42,479 

有形固定資産合計 1,069,687 925,483 

無形固定資産 

商標権 384 411 

ソフトウエア 59,414 64,762 

電話加入権 2,846 2,846 

無形固定資産合計 62,645 68,020 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,310,818 1,312,737 

関係会社株式 230,000 10,000 

出資金 30 30 

長期貸付金 28,000 29,500 

従業員に対する長期貸付金 239 215 

長期前払費用 295 295 

差入保証金 8,642,046 8,200,033 

会員権 59,256 59,256 

長期預金 200,000 200,000 
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(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

繰延税金資産 389,887 388,625 

その他 172,174 168,448 

貸倒引当金 △9,422 △11,525 

投資その他の資産合計 11,023,327 10,357,617 

固定資産合計 12,155,659 11,351,121 

資産合計 16,083,535 16,215,312 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 542,343 562,514 

1年内返済予定の長期借入金 58,324 83,324 

未払金 489,835 413,129 

未払費用 766,576 785,034 

未払法人税等 273,536 576,184 

未払消費税等 130,285 112,130 

前受金 32,389 32,771 

預り金 45,543 25,250 

前受収益 318,641 200,429 

役員賞与引当金 12,000 72,000 

設備関係未払金 104,850 119,013 

その他 3,478 2,971 

流動負債合計 2,777,804 2,984,754 

固定負債 

長期借入金 47,237 55,568 

長期未払金 6,233 8,605 

退職給付引当金 163,325 155,951 

役員退職慰労引当金 443,895 437,740 

長期預り保証金 202,112 214,263 

固定負債合計 862,804 872,128 

負債合計 3,640,608 3,856,883 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,390,503 2,390,503 

資本剰余金 2,438,802 2,438,802 

利益剰余金 7,608,874 7,522,536 

株主資本合計 12,438,180 12,351,842 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,746 6,586 

評価・換算差額等合計 4,746 6,586 

純資産合計 12,442,926 12,358,428 

負債純資産合計 16,083,535 16,215,312 
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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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 6,272,133 

売上原価 1,636,406 

売上総利益 4,635,726 

営業収入 36,658 

営業総利益 4,672,384 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 4,246,304 

営業利益 426,080 

営業外収益 

受取利息 20,369 

受取賃貸料 630 

雑収入 4,736 

営業外収益合計 25,735 

営業外費用 

支払利息 574 

雑損失 12,413 

営業外費用合計 12,988 

経常利益 438,828 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2,104 

特別利益合計 2,104 

特別損失 

店舗閉鎖損失 9,142 

特別損失合計 9,142 

税引前四半期純利益 431,789 

法人税、住民税及び事業税 201,581 

法人税等合計 201,581 

四半期純利益 230,208 
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 431,789 

減価償却費 70,124 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,374 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,155 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,104 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60,000 

受取利息及び受取配当金 △20,369 

投資有価証券評価損益（△は益） △1,184 

支払利息 574 

店舗閉鎖損失 9,142 

売上債権の増減額（△は増加） 29,983 

たな卸資産の増減額（△は増加） △39 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,170 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △197,495 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 97,787 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △11,300 

小計 340,266 

利息及び配当金の受取額 28,229 

利息の支払額 △574 

法人税等の支払額 △447,617 

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,695 

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 △206,780 

無形固定資産の取得による支出 △1,185 

差入保証金の差入による支出 △449,472 

差入保証金の回収による収入 45,273 

貸付けによる支出 △500 

貸付金の回収による収入 1,823 

その他 △227,868 

投資活動によるキャッシュ・フロー △838,711 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △33,331 

配当金の支払額 △144,424 

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,755 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,096,162 

現金及び現金同等物の期首残高 2,975,804 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,879,642 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

原材料仕入実績を業態別に示すと、次のとおりであります。        （単位：百万円） 
 

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

販売実績を業態別に示すと、次のとおりであります。           （単位：百万円） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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) 生産、受注及び販売の状況

① 原材料仕入実績

業態別
前年同四半期

(平成20年６月期 
第１四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第１四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 618 612 2,557

月の雫 605 585 2,363

黄金の蔵 231 243 962

ごはんや 三光亭 50 20 137

その他 78 176 692

        合計 1,584 1,636 6,713

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成20年６月期 
第１四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第１四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 2,400 2,409 10,228

月の雫 2,283 2,272 9,372

黄金の蔵 897 980 3,930

ごはんや 三光亭 118 56 391

その他 398 555 1,824

合計 6,098 6,272 25,747

(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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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期 

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 6,098

Ⅱ 売上原価 1,588

   売上総利益 4,509

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,108

   営業利益 400

Ⅳ 営業外収益 16

Ⅴ 営業外費用 23

   経常利益 393

Ⅵ 特別利益 -

Ⅶ 特別損失 0

   税引前四半期純利益 393

   法人税等 187

   四半期純利益 206
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(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

区分

前年同四半期
（平成20年６月期 

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 393

減価償却費 86

売上債権の減少額 36

仕入債務の減少額 △ 45

その他 △ 328

小計 142

法人税等の支払額 △ 628

その他 3

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 483

Ⅱ 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 △ 208

差入保証金の差入による支出 △ 503

その他投資等 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 701

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 127

社債の償還による支出 △ 70

配当金の支払額 △ 82

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 280

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,465

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,252

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,786
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