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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 13,143 ― 1,256 ― 1,335 ― 659 ―

20年6月期第2四半期 13,057 6.2 1,348 △12.7 1,411 △13.4 728 △14.3

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2四半期 4,586.26 ―

20年6月期第2四半期 5,064.48 ―

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2四半期 17,144 12,869 75.1 89,452.41
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2四半期  12,869百万円 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 ― 800.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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。  

(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、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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  143,870株 20年6月期第2四半期  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。  

1



当第２四半期累計期間（平成20年７月１日から平成20年12月31日まで。以下「当第２四半期」といいま

す。）は、米国で発生した金融不安が全世界の実体経済を直撃し、わが国も急激な景気悪化、企業倒産増

加、雇用不安増大等極めて深刻な変化に見舞われました。 

 外食業界におきましても、消費意識の萎縮等により外食そのものを控える傾向に拍車がかかり、来客数

の減少、客単価の低下等、厳しい経営環境に晒されています。 

 とりわけ、郊外型業態や高級業態におきましては、来客数の減少が激しく厳しい経営を余儀なくされて

います。 

  

 このような状況の中、当社は、第33期経営政策である「売上拡大のためのブランド強化」、「お客様の

嗜好を捉えた商品開発」、「仕入コストダウンのための購買力強化」、「継続的なドミナント出店」、

「人材教育・評価体制の再整備」、「台湾事業の展開」の具現化に向けて、次のとおり取り組んでまいり

ました。 

(1) 営業におきましては、12月の宴会最需要期に向けて、居酒屋の庶民性・大衆性という特長を活かす

べく昨年以上にリーズナブルな価格設定の宴会を企画するとともに、平日の集客率向上を狙い、街頭

販促・法人営業・インターネット広告・クーポン雑誌等による販売促進策を強化いたしました。その

結果、12月平日の宴会数は前年比で150％以上を達成いたしました。 

(2) 商品におきましては、当第１四半期まで高騰し続けていた原材料費に対して、仕入数や市場動向等

の分析を踏まえた価格交渉を徹底することで原価率の低減を実現することができました。また、他社

との差別化を図るべくお客様の幅広い嗜好に応えられる酒類の充実を進めるとともに、デザートの内

容を見直し、どちらも客単価の確保に一定の成果を上げました。 

(3) 店舗開発・改装・閉店におきましては、変化する市場への適合性、事業の幅を拡げることによる経

営の柔軟性の確保を目的として、低価格ブランドである「熱烈酒場『金の蔵』Ｊｒ．」を新たに立ち

上げ、２店舗新規開店いたしました（調布駅前店、新宿東口ニューサンパーク店）。また、７月16日

から店舗展開を始め、現在好調に推移しております「電撃ホルモン」は、当第２四半期末時点で６店

舗となりました（池袋西口店、新宿靖国通り店、調布駅前店、新宿通り店、恵比寿店、自由が丘駅前

店）。主力ブランドである「東方見聞録」は、大阪に茶屋町店を新規開店いたしました。 

 さらに、多様なお客様ニーズに応えるとともに店舗運営の効率化を目的として、１つの店舗に複数

のブランドを展開するという新たな形態の店舗を２店舗新規開店いたしました（Ｑｉｚ溝の口店、川

崎駅前店）。現在、両店とも当初の狙い通りの運営ができております。 

 これらにより、当第２四半期における新規出店は８店舗となりました。一方、中長期的視点から当

第２四半期において居酒屋３店舗、三光亭３店舗、その他１店舗を閉店いたしました。 

 以上により、当第２四半期末時点の総店舗数は、直営が133店舗、フランチャイズ店が８店舗となり

ました。 

 なお、子会社アジアンエイト株式会社から周之家田町店を当社直営店として承継しております。 

(4) 管理面におきましては、さらなるコスト低減を実現すべく、「社内手続きの効率化のための情報シ

ステムネットワークの見直し」、「通信費、採用費、システム費、水道光熱費等の低減」に取組みま

した。また、一方では、人と組織の活性化を図るべく、人材教育・評価体制の再構築を行ってまいり

ました。 

(5) 台湾事業展開におきましては、１号店開設に向けて、市場調査、店舗物件選定、及び、現地社員の

日本国内での教育研修等、準備作業を進めてまいりました。 

  

これらの結果、当第２四半期の売上高は、前年同四半期比で0.7％増加し131億43百万円となりました。

 営業利益は、前年同四半期比で6.8％減少し12億56百万円となりました。これは、台湾事業展開のため

の市場調査・研究等の費用が影響したためであります。 

 経常利益は、売上高経常利益率が10.2％と二桁を確保できたものの、金額では前年同四半期比で5.4％

減少し13億35百万円となりました。 

 第２四半期純利益は前年同四半期比で9.4％減少し６億59百万円となりました。 

  

（注）当事業年度は「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事業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。 

  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報  －第２四半期の展開について－
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当第２四半期会計期間末の総資産は、171億44百万円と前期末比９億29百万円の増加となりました。流

動資産は前期末比２億83百万円減少し45億80百万円、固定資産は12億12百万円増加し125億63百万円、流

動負債は４億37百万円増加し34億22百万円、固定負債は19百万円減少し８億52百万円、純資産は５億11百

万円増加し128億69百万円となりました。 

当第２四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、33億94百万円となり

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） 

 営業活動の結果得られた資金は、13億19百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を12億

30百万円計上いたしま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） 

 投資活動の結果支出した資金は、７億11百万円となりました。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４億42百万円、差入保証金の差入による支出９億94百万円がありましたが、

既存店舗一部の有形固定資産を売却したことによる収入が８億63百万円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、１億89百万円となりました。これは、配当金の支払額１億42百万円及

び長期借入金の返済による支出46百万円があったことによるものであります。 
  

今後、消費動向がさらに冷え込む中、業界環境はより一層厳しくなり、競争が激化していくことが確実

視されます。このような状況を踏まえ、当社は、さらなる『サービスアップ』、『コストダウン』に取組

んでまいります。 

 営業・商品では、上半期同様お客様の嗜好の変化に『的確』かつ『柔軟』に対応すべく、販売促進、メ

ニュー開発を攻めの姿勢で『素早く』そして『きめ細かく』展開し、売上増・コスト減を実現してまいり

ます。 

 店舗開発投資につきましては、以前にも増して立地・市場調査をきめ細かく行うとともに投資効率・採

算効率を数値面から慎重に検証し実施してまいります。また、市場動向への適合と事業の幅拡大による経

営の柔軟性確保のために開発した「金の蔵Ｊｒ．」及び「電撃ホルモン」の店舗展開と、既存店舗の改

装、また、閉店を『大胆』に推し進めて店舗ポートフォリオの再編を図り、不況弾力性のある柔軟な事業

構造づくりに取組んでまいります。 

 さらに、企業全体の損益分岐点の引き下げに向けて、今後も継続して原材料費の低下に努めていくのは

もちろんのこと、商品流通及び商品開発の組織体制を見直し、仕組み・方法にメスを入れ、より効率的・

効果的な仕入の実現を図るとともに、お客様にご満足いただける商品開発に注力してまいります。 

 また、店舗に係るその他の経費についてもゼロベース視点で見直しを行い、一層のローコスト化を推し

進めてまいります。一方、サービス面での優位性を高めるべく教育・訓練を『徹底』するとともに、評価

制度を見直し整備し、調理・接客の技術向上、人と組織の活力向上に努めてまいります。 

 当社を取り巻く環境は予断を許さない厳しい状況ではございますが、これら諸策を実施することによ

り、平成20年８月14日に公表いたしました平成21年６月期通期の業績予想は変更いたしません。 

  

［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。 

  
  

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

3. 業績予想に関する定性的情報  －今後の取り組みについて－
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税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は、法人税に含めて表示しております。 

  
  

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） 

 従来、「固定資産負担金」及び「協賛金収入」については営業外収益として計上しておりました

が、当事業年度より売上原価から控除することといたしました。これは、契約内容が改定され、営業

活動（仕入）との関係が明確になったことによるものであります。 

 この変更により、従来の方法と比べ、売上原価は78百万円減少し、営業利益は同額増加しておりま

すが、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 
  

4. その他

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

(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 「追加情報」
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,394 2,975

受取手形及び売掛金 362 286

原材料 64 50

前払費用 404 404

繰延税金資産 158 158

未収入金 92 904

その他 105 83

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,580 4,864

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,299 926

減価償却累計額 △326 △270

建物（純額） 972 655

構築物 3 3

減価償却累計額 △0 △0

構築物（純額） 2 2

工具、器具及び備品 381 361

減価償却累計額 △167 △194

工具、器具及び備品（純額） 213 167

土地 57 57

建設仮勘定 3 42

有形固定資産合計 1,249 925

無形固定資産 57 68

投資その他の資産   

投資有価証券 1,358 1,312

関係会社株式 230 10

差入保証金 8,817 8,200

長期預金 200 200

繰延税金資産 391 388

その他 272 257

貸倒引当金 △13 △11

投資その他の資産合計 11,257 10,357

固定資産合計 12,563 11,351

資産合計 17,144 16,215
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 730 562

1年内返済予定の長期借入金 53 83

未払金 399 413

未払費用 939 785

未払法人税等 607 576

未払消費税等 103 112

前受収益 277 200

役員賞与引当金 30 72

設備関係未払金 189 119

その他 91 60

流動負債合計 3,422 2,984

固定負債   

長期借入金 38 55

長期未払金 5 8

退職給付引当金 170 155

役員退職慰労引当金 449 437

長期預り保証金 188 214

固定負債合計 852 872

負債合計 4,275 3,856

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,390 2,390

資本剰余金 2,438 2,438

利益剰余金 8,038 7,522

株主資本合計 12,867 12,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 6

評価・換算差額等合計 1 6

純資産合計 12,869 12,358

負債純資産合計 17,144 16,215
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,143

売上原価 3,300

売上総利益 9,842

販売費及び一般管理費 8,586

営業利益 1,256

営業外収益  

受取利息 22

投資有価証券評価益 53

雑収入 13

営業外収益合計 89

営業外費用  

支払利息 0

雑損失 10

営業外費用合計 10

経常利益 1,335

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

受取補償金 206

特別利益合計 212

特別損失  

固定資産除却損 50

店舗閉鎖損失 54

リース解約損 34

減損損失 178

特別損失合計 317

税引前四半期純利益 1,230

法人税等 570

四半期純利益 659
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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 1,230

減価償却費 158

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42

受取利息及び受取配当金 △22

投資有価証券評価損益（△は益） △53

固定資産除却損 50

支払利息 0

減損損失 178

店舗閉鎖損失 54

リース解約損 34

売上債権の増減額（△は増加） △75

たな卸資産の増減額（△は増加） △13

仕入債務の増減額（△は減少） 167

その他の流動資産の増減額（△は増加） △88

その他の流動負債の増減額（△は減少） 199

その他の固定負債の増減額（△は減少） △23

小計 1,783

利息及び配当金の受取額 38

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △500

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,319

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 △442

有形固定資産の売却による収入 863

差入保証金の差入による支出 △994

差入保証金の回収による収入 144

子会社株式の取得による支出 △220

その他 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △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 △46

配当金の支払額 △142

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） 418

現金及び現金同等物の期首残高 2,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,394
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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２四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第２四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 1,298 1,235 2,557

月の雫 1,215 1,200 2,363

黄金の蔵 473 502 962

ごはんや 三光亭 76 36 137

その他 320 340 692

        合計 3,384 3,313 6,713

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成20年６月期 
第２四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第２四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 5,181 4,962 10,228

月の雫 4,798 4,666 9,372

黄金の蔵 1,923 2,056 3,930

ごはんや 三光亭 222 101 391

その他 930 1,358 1,824

合計 13,057 13,143 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２四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 13,057

Ⅱ 売上原価 3,385

   売上総利益 9,672

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,323

   営業利益 1,348

Ⅳ 営業外収益 113

Ⅴ 営業外費用 50

   経常利益 1,411

Ⅵ 特別利益 -

Ⅶ 特別損失 70

   税引前四半期純利益 1,341

   法人税等 612

   四半期純利益 728
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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２四半期）

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 1,341

減価償却費 194

売上債権の増加額 △ 57

仕入債務の増加額 187

その他 △ 70

小計 1,595

法人税等の支払額 △ 626

その他 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 970

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 △ 590

差入保証金の差入による支出 △ 898

その他投資等 △ 451

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,940

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 △ 215

社債の償還による支出 △ 70

配当金の支払額 △ 100

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 385

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,355

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 4,896
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