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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6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12月期第2四半期 7,323 ― 706 ― 718 ― 400 ―

20年12月期第2四半期 6,797 3.0 530 △18.4 539 △19.3 296 △22.3

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12月期第2四半期 41.52 ―

20年12月期第2四半期 30.73 ―

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12月期第2四半期 11,535 7,835 67.9 813.19
20年12月期 11,084 7,697 69.4 798.87

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,835百万円 20年12月期  7,697百万円

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12月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

21年12月期 ― 30.00

21年12月期 
（予想）

― 30.00 60.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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 15,720 5.8 1,965 4.9 1,985 5.3 1,076 1.5 111.66



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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 9,644,554株 20年12月期  9,644,554株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  8,524株 20年12月期  8,524株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 9,636,030株 20年12月期第2四半期 9,636,030株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４ページをご覧ください。 
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。 



当第２四半期累計期間（平成21年１月１日～６月30日）における我が国経済は、米国発の世界的金融危機の影

響が実体経済に影響を及ぼし、雇用不安や消費低迷など景気後退が一段と深刻化しました。５月以降は漸く生産

は持ち直してきており最悪期は脱したものの、復調水準がなお低いため雇用の回復や個人消費増加には至らない

状況でした。 

食品業界におきましても、消費者の消費マインドが低下し、低価格志向が一層強まるとともに、来店客数の減

少傾向が続いております。 

このような状況の下で、当社はサーティワンアイスクリームの永遠のモットーであります“We make people 

happy.”「アイスクリームを通じて人々に幸せを。」をスローガンに、積極的なプロモーション活動により消費

者の来店意欲を喚起するとともに、消費者の嗜好に対応した新しく魅力ある商品を提供し、業績の向上に取り組

んでまいりました。 

そして企業の継続的成長を維持するため、①既存店の売上増加、②店舗開発の継続的促進、③安全かつ安心な

商品の提供、④CSR経営の推進、この四つを経営基本方針とし、企業価値の増大に努めております。 

営業面では、１月は、１月１日から７日間、アイスクリームの詰め合せ商品であるバラエティパックをお買い

上げの方に、お年玉アイスクリーム券をプレゼントし、フレーバーのバラエティさ・楽しさを訴求するととも

に、再来店を促進するプロモーションを実施しました。 

また、１月８日より苺の美味しさをたっぷり味わえる“フレッシュストロベリーサンデー”プロモーションを

実施し、アイスクリーム専門店だけが提供できる商品の差別化を図りました。 

２月には 、バレンタインデーに因み、“LOVE×3（ラブ・ラブ・ラブ）プロモーション”として、「LOVE」を

モチーフにしたアイスクリーム３種類（ラブオントルテ、ラブストラックチーズケーキ、ラブポーションサーテ

ィワン）をフォーカスし、店頭店内をハート一色に飾りつけ、消費者の購買意欲を高めました。 

３月は“ひなまつり”期間限定商品や、バラエティパック・プロモーション、クレープの個店別販売促進を実

施し、毎月消費者に美味しさとともに新鮮な驚きを提供しました。 

またコミュニケーション強化ツールとして、キャンペーン情報やお誕生日の特典など多彩な情報を配信し、サ

ーティワン・ファンの拡大と再来店頻度増を図ることを目的に、３月より携帯電話の会員サイト（31クラブ）を

立ち上げました。 

４月からは今年の戦略商品「アイスクリームケーキ」の拡販を図るため、番組提供テレビＣＭを６ヶ月間に渡

り放映し、サーティワンならではのフレーバーを使用したアイスクリームケーキを訴求しました。 

ゴールデンウィーク期間中（４月25日～５月６日）は昨年に続きダブルコーン・カップを31％値引きして提供

するキャンペーンを実施し、期間中テレビＣＭにて大々的に告知しました。 

５月は、５月９日「アイスクリームの日」に全国904店舗において２時間、ユニセフの募金をしてくださった

お客様全員にレギュラー・シングルコーンを１つプレゼントする社会貢献イベント「フリースクープ」（今年で

８年目）を実施し、全国で69万人ものお客様にご参加いただきました。お客様よりお預かりした募金と、当社か

らの寄付金とを合わせ、29,681千円を（財）日本ユニセフ協会を通じ、西アフリカのブルキナファソの学校建設

など、子供たちの教育支援に役立てました。 

５月10日から５月30日は「ビバレッジ・プロモーション」を実施し、期間中ビバレッジをお買い上げのお客様

全員に“スヌーピー”のイラスト入りハンドタオルをプレゼントしました。 

６月からは、ダブルコーン・カップをお買い上げのお客様全員に１スクープをプレゼントする、今年で７年目

となります大好評の「チャレンジ・ザ・トリプル」（６月１日～７月12日）を実施し、テレビＣＭにより強力に

キャンペーン告知をしました。更に６月は、世界中で親しまれている「オレオ」とタイアップし、オレオ・クッ

キーを使用したフレーバー３種類を新発売しました。 

店舗開発の状況といたしましては、今年から新しいロゴの看板と店舗デザイン「Hip Hop」を導入して、店舗

イメージ刷新を図り、６月までに新しい店舗を33店開設し、店舗数は946店舗と前年に対して46店舗増加しまし

た。改装は24店実施し、既存店へも新しい店舗デザインの導入を展開しました。 

この結果、第２四半期累計期間の売上高は、新規出店の前倒しや、キャンペーンの成功により既存店が堅調に

推移したことなどにより73億23百万円（前年同期比7.7％増）と順調に売上を伸ばすことができました。一方、

製造原価と一般管理費の管理徹底を継続実施したことにより、営業利益は７億６百万円（前年同期比33.2％

増）、経常利益は７億18百万円（前年同期比33.2％増）、四半期純利益は４億円（前年同期比35.1％増）となり

ました。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は前事業年度に比べ450百万円増加の 百万円となりました。これは主

に利益の増加よる現金及び預金の増加、12月と6月の売上ボリューム差による売掛金の増加と、新規出店によ

り賃貸店舗用設備が増加したことによるものであります。 

 負債は前事業年度末に比べ312百万円増加の 百万円となりました。これは主に広告宣伝費の発生等に

よる未払金の増加と、ショッピングセンター内に出店している店舗の売上金をショッピングセンターを通し

て当社が一時的に預ることにより発生した預り金の増加及び、法人税等の支払による未払法人税等の減少に

よるものであります。 

 純資産は前事業年度末に比べ138百万円増加の 百万円となりました。これは主に当期純利益は増加

と、配当金の支払による繰越利益剰余金の減少によるものであります。 

  
（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて 百万円増加し 百万円とな

りました。 

 営業活動から得られた資金は、 百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益が  百万円と減

価償却費が 百万円および預り金の増加額が 百万円、未払金の増加額が 百万円があったほか、法人税

等の支払額が 百万円あったためであります。 

 投資活動に使用した資金は 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が 百万

円と無形固定資産の取得による支出が 百万円及び長期前払費用の取得による支出が 百万円あったほ

か、預り保証金の受入による収入が 百万円あったためであります。 

 財務活動に使用した資金は 百万円となりました。これは、配当金の支払によるものであります。   
   

 業績予想につきましては、平成21年2月18日に公表いたしました「平成20年12月期決算短信（非連結）」業績

予想に変更はありません。  

  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第２四半期会計期末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒見積実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第２四半期会計期間末のたな卸資産高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地

たな卸高を基礎とした合理的な方法により算出する方法によっております。 

（退職給付費用の算定方法） 

 退職給付費用は、期首に算定した当事業年度に係る退職給付費用を期間按分して算定しております。  

  

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当事業年度の予想税引前当期純利益に対する税効果会計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する方法を採用しております。 なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

        

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法に基づく原価法によってお

りましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 

  

２．財政状態に関する定性的情報
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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



③リース取引に関する会計基準等の適用  

 当第１四半期会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公認

会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16 

号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,361,374 2,180,016

受取手形 － 1,712

売掛金 2,468,326 2,405,062

製品 349,833 367,260

原材料 265,556 236,005

貯蔵品 148,235 162,609

前渡金 121,593 114,216

前払費用 129,235 70,210

繰延税金資産 79,171 97,695

未収入金 17,403 26,519

その他 53,240 63,911

貸倒引当金 △20,305 △26,134

流動資産合計 5,973,664 5,699,085

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,482,894 1,482,894

減価償却累計額 △1,051,115 △1,036,807

建物（純額） 431,778 446,086

構築物 194,308 194,308

減価償却累計額 △150,033 △148,686

構築物（純額） 44,275 45,622

機械及び装置 1,930,214 1,960,274

減価償却累計額 △1,495,549 △1,516,468

機械及び装置（純額） 434,665 443,805

賃貸店舗用設備 2,292,238 2,163,076

減価償却累計額 △1,219,345 △1,168,464

賃貸店舗用設備(純額) 1,072,892 994,612

直営店舗用設備 119,597 119,700

減価償却累計額 △57,635 △67,041

直営店舗用設備(純額) 61,962 52,658

車両運搬具 18,627 18,627

減価償却累計額 △14,792 △14,178

車両運搬具（純額） 3,835 4,448

工具、器具及び備品 522,252 506,589

減価償却累計額 △291,215 △259,132

工具、器具及び備品（純額） 231,036 247,457

土地 226,362 226,362

建設仮勘定 10,743 1,244

有形固定資産合計 2,517,552 2,462,297



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 376,942 335,422

電話加入権 17,065 17,065

無形固定資産合計 394,007 352,488

投資その他の資産   

投資有価証券 21,232 19,997

長期貸付金 27,679 37,870

従業員に対する長期貸付金 23,158 24,291

破産更生債権等 129,728 157,198

長期前払費用 583,939 606,059

繰延税金資産 141,553 141,558

敷金及び保証金 1,778,510 1,731,284

その他 3,220 3,220

貸倒引当金 △58,596 △150,409

投資その他の資産合計 2,650,426 2,571,072

固定資産合計 5,561,986 5,385,858

資産合計 11,535,651 11,084,944

負債の部   

流動負債   

買掛金 584,737 483,181

未払金 1,161,522 853,635

未払費用 23,548 22,279

未払法人税等 332,907 441,479

未払消費税等 21,890 29,960

前受金 241,416 264,511

預り金 260,431 85,050

賞与引当金 13,481 73,524

役員賞与引当金 4,000 10,000

その他 27,749 62,144

流動負債合計 2,671,685 2,325,766

固定負債   

退職給付引当金 90,744 99,877

役員退職慰労引当金 39,448 111,300

長期預り保証金 897,838 850,112

固定負債合計 1,028,031 1,061,289

負債合計 3,699,716 3,387,056



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 735,286 735,286

資本剰余金   

資本準備金 241,079 241,079

利益剰余金   

利益準備金 168,676 168,676

その他利益剰余金   

別途積立金 4,140,000 4,140,000

繰越利益剰余金 2,574,804 2,463,754

自己株式 △16,793 △16,793

株主資本合計 7,843,052 7,732,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 841 834

繰延ヘッジ損益 △7,959 △34,949

評価・換算差額等合計 △7,118 △34,114

純資産合計 7,835,934 7,697,888

負債純資産合計 11,535,651 11,084,944



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,323,544

売上原価 2,916,392

売上総利益 4,407,152

販売費及び一般管理費 3,700,235

営業利益 706,916

営業外収益  

受取利息 685

店舗用什器売却益 16,290

その他 4,447

営業外収益合計 21,424

営業外費用  

店舗設備除去損 9,613

その他 298

営業外費用合計 9,912

経常利益 718,428

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,841

特別利益合計 6,841

特別損失  

固定資産廃棄損 8,187

特別損失合計 8,187

税引前四半期純利益 717,081

法人税等 316,951

四半期純利益 400,130



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６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 717,081

減価償却費 416,486

店舗設備除去損 9,613

固定資産廃棄損 8,187

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,841

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,043

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71,852

受取利息 △685

売上債権の増減額（△は増加） △61,551

破産更生債権等の増減額（△は増加） △60,567

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,250

仕入債務の増減額（△は減少） 101,555

前渡金の増減額（△は増加） △7,376

前払費用の増減額（△は増加） △59,024

未払金の増減額（△は減少） 305,214

前受金の増減額（△は減少） △23,095

預り金の増減額（△は減少） 175,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000

その他 △57,855

小計 1,311,746

利息及び配当金の受取額 714

法人税等の支払額 △433,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 878,860

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △1,223

有形固定資産の取得による支出 △189,905

有形固定資産の売却による収入 772

無形固定資産の取得による支出 △100,005

長期前払費用の取得による支出 △137,286

敷金及び保証金の差入による支出 △61,437

敷金及び保証金の回収による収入 9,522

貸付金の回収による収入 8,562

預り保証金の受入による収入 83,583

その他 △21,297

投資活動によるキャッシュ・フロー △408,715

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △288,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △288,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,358



（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,180,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,361,374



 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。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 6,797,395  100.0

Ⅱ 売上原価  2,718,575  40.0

売上総利益  4,078,820  60.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,547,941  52.2

営業利益  530,878  7.8

Ⅳ 営業外収益  20,241  0.3

Ⅴ 営業外費用  11,812  0.2

経常利益  539,306  7.9

Ⅵ 特別利益  4,743  0.1

Ⅶ 特別損失  18,143  0.3

税引前中間純利益  525,906  7.7

法人税、住民税及び事業税  229,822

法人税等調整額 －  229,822  3.4

中間純利益  296,084  4.3

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前中間純利益  525,906

減価償却費  384,038

店舗設備除去損  11,236

固定資産廃棄損    18,143

貸倒引当金の減少額 △7,334

賞与引当金の減少額   △1,870

役員賞与引当金の減少額 △9,000

退職給付引当金の増加額  17,150

役員退職慰労引当金の増加額  6,046

受取利息 △830

売上債権の増加額 △99,901

たな卸資産の増加額 △139,484

仕入債務の増加額  70,239

前渡金の増加額 △22,915

前払費用の増加額 △128,356

未払金の増加額    422,868

前受金の増加額  52,381

役員賞与の支払額  △12,000

その他  93,611

小計  1,179,929

利息及び配当金の受取額  851

法人税等の支払額 △413,960

営業活動によるキャッシュ・フロー  766,819



  

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △1,216

有形固定資産の取得による支出  △222,237

無形固定資産の取得による支出  △81,689

長期前払費用の取得による支出 △129,056

敷金及び保証金の預入による支出  △99,323

敷金及び保証金の返還による収入  14,033

貸付の回収による収入  7,925

長期預り保証金の受入による収入  56,579

その他 △49,743

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,728

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △384,553

財務活動によるキャッシュ・フロー △384,553

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △122,462

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,185,140

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,062,678
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