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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 13,641 ― △301 ― △270 ― △211 ―
20年12月期第2四半期 15,804 △2.0 △116 ― △81 ― △211 ―

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 △3,018.26 ―
20年12月期第2四半期 △3,022.10 ―

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 14,922 7,847 52.6 112,112.96
20年12月期 16,063 8,064 50.2 115,213.73

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  7,847百万円 20年12月期  8,064百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（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）連結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 28,000 △11.1 200 ― 230 ― 220 ― 3,142.86
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

詳細については、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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記の業績予想は現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提としています。従って、実際の業績等は概 
況の変化等により異なる結果となる場合があります。 
・平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年８月６日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の業績予想から、現在のところ変更はあ 
りません。また、上記に記載した予想数値は、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、上記予想数値と異なる場合があります。 

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12月期第2四半期 70,000株 20年12月期  70,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 70,000株 20年12月期第2四半期 70,000株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

 当第2四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）の外食業界におきましては、景気改善

判断が報じられる等３月を底に改善の兆しが見られましたが、実質所得の低迷や、将来不安から生じる買い控え等

消費マインドの低下に加え、５月中旬に新型インフルエンザの人から人への国内感染が報じられたことで外出が激

減し、大きく影響を受けました。顧客獲得に向けた企業間競争は激しさを増しており、経営環境は一層厳しくなっ

ております。 

 このような状況の中、当社グループは、「収益構造の改革」を経営のテーマに、仕入単価、人件費単価、本社本

部費それぞれの低減を進めると共に、新メニュー（新商品）の開発、折込チラシ等による効果的な販促、駅ビル・

駅隣接商業施設への新規出店等の活動を行いました。また「京樽」を中心に19店の改装を行いました。 

 既存店売上高は、景気低迷の影響に加え、昨年が閏年だったことや、新型インフルエンザ流行懸念等の影響によ

り、客数が伸び悩んだことから前年同期比8.1％減となりました。 

 店舗数は、14店を出店し９店を退店した結果、当第２四半期連結会計期間末における総店舗数は400店となりまし

た。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は13,641百万円、営業損失は301百万

円、経常損失は270百万円、四半期純損失は211百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①テイクアウト事業 

 上方鮨を販売商品の主力に展開している「京樽」におきましては、夕方以降の江戸前鮨の販売強化、上方鮨のブ

ラッシュアップに加え、各種キャンペーンや旬の食材を用いたちらし鮨や弁当等を販売したほか、母の日・父の日

に向けた懐石弁当の販売を行いました。 

 既存店売上高は、景気低迷に加え、昨年の３月に実施した価格改定の反動等から、前年同期比7.6％減となりまし

た。 

 店舗数は、「京樽」３店他計５店を出店し、不採算等の理由により６店退店した結果、272店となりました。 

 これらにより、売上高は7,460百万円、営業利益は309百万円となりました。 

②イートイン事業 

 各業態の特徴に合わせ、“春は、ここから”“初夏の彩り、うまいもん”等と題し、＜生、旬、産地＞にこだわ

った食材を用いたフェアを展開しました。また、レストランからの乗り換えフォーマットである「うおえもん」を

業態確立するべく、オペレーションの見直しや商品の入替えを進めるとともに、レーン上のすしの鮮度管理等を行

うシステムを導入しました。 

 既存店売上高は、景気低迷等から客数・客単価が減少し、前年同期比9.0％減となりました。 

 店舗数は、「海鮮三崎港」５店、「うおえもん」２店他計８店を出店し、不採算店２店を退店した結果、101店と

なりました。 

 これらにより、売上高は5,033百万円、営業利益は131百万円となりました。 

③その他の事業 

 外商事業におきましては、各種法人との大口契約や駅売店への弁当納品等の受注が増加しました。また、子会社

の㈱新杵におきましては、工場部門の効率化、販管費の圧縮等により利益改善が進みました。 

 店舗数は、１店出店し不採算により１店退店した結果、27店となりました。 

 これらにより、売上高は1,160百万円、営業利益は63百万円となりました。 

  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産14,922百万円（前期末比1,141百万円減少）、負

債の部合計7,074百万円（同924百万円減少）となり、純資産の部合計は7,847百万円（同217百万円減少）となりま

した。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、870百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失157百万円及び減価償却費291百万円の計上、

売上債権の減少額681百万円、仕入債務の減少額471百万円、退職給付及び役員退職慰労引当金の減少額208百万円等

により44百万円の減少となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、出店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出525百万円等がありま

したが、定期預金の払戻による収入350百万円、敷金及び保証金の回収による収入240百万円等により25百万円の減

少となりました。 

㈱京樽　（8187）　平成21年12月期第２四半期決算短信
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①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

    ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって評価して

おりましたが、第1四半期連結会計期間より「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日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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下げの方法）により算定しております。  

これによる損益及びセグメント情報への影響はありません。  

 ③リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法基準に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以降開始する会計年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第

１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益及びセグメント情報へ

の影響はありません。なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額299百万円、長期借入金による収入200百万円、長期

借入金の返済による支出500百万円により135百万円の減少となりました。 

 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成21年12月期の業績予想につきましては、景気の回復が遅れることが予想され、客数の減少、客単価の低下に

より、既存店売上高は伸び悩むと想定されることから、売上高は28,000百万円（1,000百万円減）、に修正致しまし

た。しかしながら、原材料単価の低減、販管費の圧縮等を当初計画以上に推し進めていることから、営業利益、経

常利益、当期純利益につきましては、平成21年２月23日付当社「平成20年12月期 決算短信」発表時の業績予想から

現在のところ変更はありません。詳しくは、平成21年８月６日付発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧下さい。 

  

  

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 該当事項はありません。  

  

  

（３）四半期連結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

㈱京樽　（8187）　平成21年12月期第２四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,283,322 1,489,628

売掛金 1,157,030 1,838,955

半製品 44,135 65,879

原材料 320,749 523,262

貯蔵品 53,121 55,459

その他 219,560 219,035

貸倒引当金 △1,565 △1,197

流動資産合計 3,076,354 4,191,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,885,490 2,656,635

土地 4,099,119 4,099,119

その他（純額） 739,537 593,414

有形固定資産合計 7,724,147 7,349,169

無形固定資産 134,660 143,748

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,046,180 2,021,671

投資不動産（純額） 1,036,590 1,039,067

その他 993,317 1,409,007

貸倒引当金 △88,998 △90,205

投資その他の資産合計 3,987,089 4,379,540

固定資産合計 11,845,897 11,872,458

資産合計 14,922,252 16,063,482

負債の部   

流動負債   

買掛金 620,927 1,092,078

短期借入金 389,000 90,000

1年内返済予定の長期借入金 540,000 500,000

1年内期限到来予定のその他の固定負債 168,813 126,624

未払費用 1,347,542 1,145,182

賞与引当金 181,620 209,672

その他 730,897 1,263,296

流動負債合計 3,978,801 4,426,853

固定負債   

長期借入金 160,000 500,000

長期未払金 1,324,004 1,249,675

退職給付引当金 1,488,220 1,585,812

役員退職慰労引当金 － 111,310

その他 123,318 124,869

固定負債合計 3,095,543 3,571,668

負債合計 7,074,345 7,998,521

㈱京樽　（8187）　平成21年12月期第２四半期決算短信
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,425,000 3,425,000

資本剰余金 703,000 703,000

利益剰余金 3,731,656 3,942,934

株主資本合計 7,859,656 8,070,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,748 △5,973

評価・換算差額等合計 △11,748 △5,973

純資産合計 7,847,907 8,064,961

負債純資産合計 14,922,252 16,063,482

㈱京樽　（8187）　平成21年12月期第２四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,641,016

売上原価 5,012,773

売上総利益 8,628,243

販売費及び一般管理費 8,929,919

営業損失（△） △301,675

営業外収益  

受取利息 3,790

賃貸収入 123,769

その他 28,451

営業外収益合計 156,011

営業外費用  

支払利息 11,038

賃貸費用 95,341

その他 18,495

営業外費用合計 124,875

経常損失（△） △270,539

特別利益  

固定資産売却益 5,000

保証金等返還益 124,980

その他 6,753

特別利益合計 136,734

特別損失  

固定資産除却損 13,975

減損損失 8,885

その他 700

特別損失合計 23,561

税金等調整前四半期純損失（△） △157,366

法人税、住民税及び事業税 53,911

四半期純損失（△） △211,278

㈱京樽　（8187）　平成21年12月期第２四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △157,366

減価償却費 291,039

減損損失 8,885

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,051

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△208,902

受取利息及び受取配当金 △11,742

支払利息 11,038

賃貸収入 △123,769

賃貸費用 95,341

固定資産除却損 13,975

保証金等返還益 △124,980

売上債権の増減額（△は増加） 681,924

たな卸資産の増減額（△は増加） 226,595

仕入債務の増減額（△は減少） △471,150

未払費用の増減額（△は減少） 196,033

その他 △380,542

小計 18,327

利息及び配当金の受取額 10,678

利息の支払額 △11,613

賃貸による収入 127,508

賃貸による支出 △89,797

法人税等の支払額 △100,052

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,949

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 350,000

有形固定資産の取得による支出 △525,959

有形固定資産の売却による収入 5,000

無形固定資産の取得による支出 △6,590

敷金及び保証金の差入による支出 △74,699

敷金及び保証金の回収による収入 240,117

その他 △13,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,770

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 299,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △500,000

長期未払金の返済による支出 △126,624

リース債務の返済による支出 △7,051

配当金の支払額 △942

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,338

現金及び現金同等物の期首残高 1,076,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 870,615
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 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

  

  
テイクアウ
ト事業 
（千円） 

イートイン
事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  7,460,669  5,033,104  1,147,243  13,641,016  －  13,641,016

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  13,650  13,650  △13,650  －

計  7,460,669  5,033,104  1,160,893  13,654,666  △13,650  13,641,016

営業利益又は営業損失（△）  309,590  131,869  63,272  504,732  △806,408  △301,675

〔所在地別セグメント情報〕

 当第２四半期連結累計期間(自平成21年１月１日 至平成21年６月30日)において、本邦以外の国又は地域に

所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

 当第２四半期連結累計期間(自平成21年１月１日 至平成21年６月30日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。  

  

  

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（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        15,804,190  100.0

Ⅱ 売上原価        5,769,144  36.5

売上総利益        10,035,045  63.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        10,151,871  64.2

営業損失（△）        △116,825  △0.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．賃貸収入  126,641            

２．その他  37,295  163,937  1.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  15,397            

２．賃貸費用  108,835            

３．その他  4,711  128,945  0.8

経常損失（△）        △81,833  △0.5

Ⅵ 特別利益                  

１．保証金等返還益  35,575            

２．貸倒引当金戻入益  2,169  37,744  0.2

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  15,950            

２．減損損失  93,584  109,535  0.7

税金等調整前中間純損失
（△） 

       △153,624  △1.0

法人税、住民税及び事業
税 

 57,922  57,922  0.3

中間純損失（△）        △211,547  △1.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（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  

税金等調整前中間純損失 △153,624

減価償却費 338,131

減損損失 93,584

貸倒引当金の減少額 △2,057

賞与引当金の増加額 25,758

退職給付引当金の減少額 △100,757

役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少） 11,060

受取利息及び配当金 △16,536

支払利息 15,397

賃貸収入 △126,641

賃貸費用 108,835

固定資産除却損 15,950

保証金等返還益 △35,575

売上債権の減少額 594,443

たな卸資産の減少額 148,584

仕入債務の増減額(△は減少） △417,964

未払費用の増加額 356,667

その他 △259,904

小計 595,351

利息及び配当金の受取額 16,069

利息の支払額 △16,001

賃貸による収入 128,287

賃貸による支出 △108,614

法人税等の支払額 △103,670

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 511,421
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前中間連結会計期間

（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  

有形固定資産の取得による支出 △448,105

無形固定資産の取得による支出 △18,927

投資有価証券の取得による支出 △48,185

非連結子会社清算による収入 106,365

敷金保証金の支払による支出 △18,790

敷金保証金の回収による収入 88,372

その他 △31,953

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー △371,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー  

短期借入金の純増減額(△は減
少） 10,000

長期借入金の返済による支出 △500,000

長期未払金の返済による支出 △108,825

配当金の支払額 △128,972

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー △727,798

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
(△は減少額) △587,601

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,232,005

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
残高 1,644,403
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 前中間連結会計期間(自平成20年１月１日 至平成20年６月30日)において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

  
テイクアウト

事業 
（千円） 

イートイン
事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  8,082,624  6,394,488  1,339,829  15,816,943  △12,753  15,804,190

営業費用  7,552,050  6,158,104  1,318,703  15,028,857  892,158  15,921,016

営業利益又は営業損失  

（△） 
 530,574  236,384  21,126  788,085  △904,911  △116,825

〔所在地別セグメント情報〕

 前中間連結会計期間(自平成20年１月１日 至平成20年６月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔海外売上高〕
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６．その他の情報

該当事項はありません。  
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