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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 19,228 ― 1,764 ― 1,861 ― 888 ―

20年6月期第3四半期 19,393 5.3 1,982 △10.3 2,056 △10.5 1,141 △4.6

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3四半期 6,174.61 ―

20年6月期第3四半期 7,935.81 ―

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3四半期 16,320 12,980 79.5 90,224.67
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3四半期  12,980百万円 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
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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、５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、５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3四半期 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3四半期  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3四半期 143,870株 20年6月期第3四半期 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３四半期累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31日まで。以下「当第３四半期」といいま

す。）のわが国経済は、原油・穀物等原材料価格が上昇から一転下降に転じたものの、米国発の金融不安

に端を発する株価急落、急激な円高進行等による企業収益の悪化が顕著になり、未曾有の景気低迷状態に

あります。 

 外食業界におきましても、個人の外食を控える傾向に歯止めがかからず、来客数の減少、客単価の低下

等が一層進行する状況となっております。 

  

 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、急激な景気後退によりお客様の低価格志向に拍車がかかる中、昨年末に好評

を博した「日曜から木曜までのリーズナブルな価格設定による宴会企画の継続実施」、「月の雫及び

吉今における低価格宴会の導入」に取り組みました。また、個人のお客様向け販促企画として、将来

の再来店に繋がる「プレミアムカードの配布」を実施し、「携帯電話メールを利用したメルマガ会員

の募集強化」及び「メールマガジンの内容見直し」を行いました。 

 これらにより、宴会売上は実施店舗の半数以上で昨年を上回ることができましたものの、お客様の

「外食抑制意識」、「低価格志向」は強く、客数・客単価ともに昨年を下回ることとなりました。特

に、その影響が強かった店舗においては、結果として人員配置が過剰となってしまい店舗損益に大き

く影響いたしました。 

(2) 商品におきましては、全ての原材料につき、流通経路、仕入条件や仕組みの見直しに継続して取り

組み、油類、野菜類その他主要品目について仕入価格の引き下げを行ってまいりました。 

 メニュー開発については、「季節のおすすめのメニュー」の開発に加えて、１月以降に低価格宴会

の種類を増やしたこともあり「低価格宴会コース向けのメニュー」の開発に取り組んでまいりまし

た。 

(3) 店舗開発・改装・閉店におきましては、低価格商品を展開する新ブランド「電撃ホルモン」及び

「金の蔵Ｊｒ．」を立ち上げ、10店舗を新規開店いたしました。その一方で、立地変化やお客様のニ

ーズ変化に適合した店舗展開を進めるべく既存店２店舗を「電撃ホルモン」又は「金の蔵Ｊｒ．」に

改装いたしました。また、不採算店の見直しを行うことにより10店舗を閉店いたしました。 

 これら諸策により、当第３四半期末時点の総店舗数は、直営店が129店舗、フランチャイズ店が８店

舗となりました。 

(4) 管理面におきましては、期初からの課題となっております固定費の圧縮につき、「通信費、採用

費、システム費、水道光熱費等の低減」に引き続き取り組んでまいりました。 

 また、店舗の賃貸借条件の全面的見直しによる賃借料の減額を実現いたしました。 

 一方、中長期的視点に立った「幹部の育成と組織の活性化」及び「店長力の強化」を目的とした人

材教育制度「三光塾」を導入いたしました。 

(5) 台湾事業展開におきましては、同エリアが世界的な不況により経済的打撃を受けていることから、

今一度、中長期的視点から市場調査を行うとともに、今後の諸動向を見据えながら店舗物件の選定や

具体的な運営体制づくり等に取り組んでおります。 

  

これらの結果、当第３四半期の売上高は、前年同四半期比で0.8％減少し192億28百万円となりました。

営業利益は前年同四半期比で11.0％減少し17億64百万円、経常利益は前年同四半期比で9.5％減少し18億

61百万円、第３四半期純利益は前年同四半期比で22.2％減少し８億88百万円とそれぞれなりました。 

  

（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３四半期の展開について－
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当第３四半期会計期間末の総資産は、163億20百万円と前期末比１億５百万円の増加となりました。流

動資産は前期末比８億13百万円減少し40億51百万円、固定資産は９億18百万円増加し122億69百万円、流

動負債は５億円減少し24億84百万円、固定負債は16百万円減少し８億55百万円、純資産は６億22百万円増

加し129億80百万円となりました。 

当第３四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、24億81百万円となり

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、９億60百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を16億

56百万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、11億21百万円となりました。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６億７百万円、差入保証金の差入による支出21億71百万円がありましたが、

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８億68百万円、差入保証金の回収による収入が

13億89百万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、３億33百万円となりました。これは、配当金の支払額２億58百万円及

び長期借入金の返済による支出74百万円があったことによるものであります。 
  

今後については、消費動向が低迷し続ける中、外食業界においては引き続き激しい低価格競争に突入し

ていくものと思われます。 

 このような環境下、当社は、慎重に選定した好立地店舗の開店を進めるとともに、既存店舗について、

市場動向の変化に対応した「電撃ホルモン」又は「金の蔵Ｊｒ．」等の低価格業態への改装を行い、ま

た、お客様の嗜好に応えるグランドメニューの改定を行います。そして、引き続き諸経費を見直し、店舗

の賃借料減額等のコスト削減に努めるとともに、三光塾による居酒屋の原点であるお客様サービスの徹底

を含めた人材教育に取り組んでまいります。 

 当社を取り巻く環境は依然として厳しいものの、これらの取組みにより、平成20年８月14日に公表いた

しました平成21年６月期通期の業績確保に努めてまいる所存です。よって、公表しております業績予想は

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３四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１億５百万円減少し、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」

5

㈱三光マーケティングフーズ（2762）　平成21年6月期　第3四半期決算短信（非連結）



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 2,481 2,975

受取手形及び売掛金 301 286

原材料 52 50

前払費用 411 404

繰延税金資産 158 158

未収入金 536 904

その他 109 83

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 4,051 4,864

固定資産   

有形固定資産   

建物 841 926

減価償却累計額 △236 △270

建物（純額） 604 655

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 245 361

減価償却累計額 △117 △194

工具、器具及び備品（純額） 127 167

土地 57 57

建設仮勘定 4 42

有形固定資産合計 796 925

無形固定資産 51 68

投資その他の資産   

投資有価証券 1,354 1,312

関係会社株式 303 10

差入保証金 8,691 8,200

長期預金 420 200

繰延税金資産 393 388

その他 271 257

貸倒引当金 △13 △11

投資その他の資産合計 11,421 10,357

固定資産合計 12,269 11,351

資産合計 16,320 16,215
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３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 581 562

1年内返済予定の長期借入金 33 83

未払金 351 413

未払費用 728 785

未払法人税等 176 576

未払消費税等 97 112

前受収益 249 200

役員賞与引当金 48 72

設備関係未払金 124 119

その他 93 60

流動負債合計 2,484 2,984

固定負債   

長期借入金 30 55

長期未払金 3 8

退職給付引当金 179 155

役員退職慰労引当金 456 437

長期預り保証金 185 214

固定負債合計 855 872

負債合計 3,339 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 8,151 7,522

株主資本合計 12,981 12,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 6

評価・換算差額等合計 △0 6

純資産合計 12,980 12,358

負債純資産合計 16,320 16,215
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 19,228

売上原価 4,815

売上総利益 14,413

販売費及び一般管理費 12,648

営業利益 1,764

営業外収益  

受取利息 37

投資有価証券評価益 53

雑収入 18

営業外収益合計 110

営業外費用  

支払利息 1

雑損失 11

営業外費用合計 12

経常利益 1,861

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

受取補償金 214

特別利益合計 219

特別損失  

固定資産除却損 95

店舗閉鎖損失 60

リース解約損 34

減損損失 178

その他 56

特別損失合計 424

税引前四半期純利益 1,656

法人税等 768

四半期純利益 888
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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 1,656

減価償却費 227

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18

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） △24

受取利息及び受取配当金 △37

投資有価証券評価損益（△は益） △53

固定資産除却損 95

支払利息 1

減損損失 178

店舗閉鎖損失 60

リース解約損 34

売上債権の増減額（△は増加） △15

たな卸資産の増減額（△は増加） △1

仕入債務の増減額（△は減少） 19

その他の流動資産の増減額（△は増加） △96

その他の流動負債の増減額（△は減少） △72

その他の固定負債の増減額（△は減少） △26

その他 56

小計 2,045

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー 960

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △220

有形固定資産の取得による支出 △607

有形固定資産の売却による収入 868

差入保証金の差入による支出 △2,171

差入保証金の回収による収入 1,389

子会社株式の取得による支出 △293

その他 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121

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 △74

配当金の支払額 △258

財務活動によるキャッシュ・フロー △333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494

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 2,481
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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３四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第３四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 1,910 1,774 2,557

月の雫 1,780 1,670 2,363

黄金の蔵 704 733 962

ごはんや 三光亭 73 49 137

その他 554 589 692

        合計 5,023 4,817 6,713

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成20年６月期 
第３四半期)

当四半期
(平成21年６月期 
第３四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成20年６月期）

東方見聞録 7,728 7,193 10,228

月の雫 7,060 6,683 9,372

黄金の蔵 2,925 3,031 3,930

ごはんや 三光亭 314 136 391

その他 1,364 2,183 1,824

合計 19,393 19,228 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３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 19,393

Ⅱ 売上原価 5,025

   売上総利益 14,367

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,384

   営業利益 1,982

Ⅳ 営業外収益 135

Ⅴ 営業外費用 61

   経常利益 2,056

Ⅵ 特別利益 220

Ⅶ 特別損失 135

   税引前四半期純利益 2,141

   法人税等 999

   四半期純利益 1,141
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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３四半期）

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 2,141

減価償却費 308

売上債権の増加額 △ 2

仕入債務の増加額 30

その他 △ 53

小計 2,423

法人税等の支払額 △ 1,337

その他 9

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,095

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 △ 912

差入保証金の差入による支出 △ 1,477

その他投資等 △ 1,616

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,005

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 △ 224

配当金の支払額 △ 193

その他 △ 120

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 538

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 3,448

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,452

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,003
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