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1.  21年6月期の業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 25,141 △2.4 2,389 △2.0 2,423 △8.0 1,072 △2.7

20年6月期 25,747 4.2 2,439 △15.3 2,634 △12.9 1,102 △28.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 7,452.43 ― 8.4 14.4 9.5
20年6月期 7,660.01 ― 9.2 16.3 9.5

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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 17,415 13,165 75.6 91,507.45
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  13,165百万円 20年6月期  12,358百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 1,573 △242 △1,329 2,976
20年6月期 1,731 △4,421 △586 2,975

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 800.00 ― 1,000.00 1,800.00 258 23.5 2.2
21年6月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00 230 21.5 1.8

22年6月期 
（予想）

― 800.00 ― 800.00 1,600.00 22.1

3.  22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22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）

 

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

13,100 △0.3 1,240 △1.3 1,240 △7.1 550 △16.6 3,822.90

通期 26,000 3.4 2,450 2.5 2,450 1.1 1,040 2.6 7,228.75
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

[（注） 詳細は、20ページ「「重要な会計方針の変更」をご覧ください。] 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 143,870株 20年6月期 143,870株

② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記予想は、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、実際の業績はさまざまな要因により予想
数値と異なる場合があります。上記予想に関しましては、３ページ「１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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当事業年度におけるわが国経済は、米国発の金融不安に端を発する株価急落、急激な円高進行により

企業収益の悪化が顕著になり、個人消費も減退し、厳しい状況となりました。 

 外食業界におきましては、個人の外食を控える傾向に歯止めがかからず、来店客数が減少するととも

に低価格志向が顕著となり、客単価の低下が一層進行いたしました。 

このような状況の中、当社は「いつまでも感謝の気持ちを原点に」を当事業年度のスローガンとし

て、「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」、「人財教育・評価体制の再整備」、「台湾事業展

開の具現化」、また、下期は「新ブランドの開発」を政策課題として、次のとおり取り組んでまいりま

した。 

 営業におきましては、日曜日から木曜日までリーズナブルな価格設定による宴会企画を実施し、週末

以外の宴会需要の掘り起しを行うとともに一部店舗においては従来の宴会にも低価格コースを導入いた

しました。また、販売促進策として、キャンペーン内容を月単位で変更・打ち出しを行う等新規お客様

の開拓に取り組むとともに、店舗では携帯電話のメルマガ会員を広く募ってお客様の再来店につなげて

まいりました。 

 これらの取組みは一定程度の成果を上げましたが、不況による外食抑制意識は非常に強く、さらにメ

ニュー全体の価格を見直した新たな店舗の開発を進めることとなりました。 

 店舗開発におきましては、お客様の低価格志向に適合すべく、上期に商品価格を低く抑えたブランド

として「電撃ホルモン」、「金の蔵Ｊｒ．」を開発いたしました。下期には、「電撃ホルモン」に低価

格の立呑み店を開発導入し、「金の蔵Ｊｒ．」に「全品300円居酒屋金の蔵Ｊｒ．」を開発導入し、さ

らに、「全品299円居酒屋金の蔵Ｊｒ．」、「全品299円居酒屋東方見聞録」を開発し、既存店舗の改装

を含め新たに店舗展開を始めました。 

 新規出店におきましては「東方見聞録」１店舗、「金の蔵Ｊｒ．」２店舗となり、改装店舗におきま

しては６店舗となりました。一方、テナントビルの再開発又は中長期視点からの収益力強化を目的とし

て計９店舗を閉店いたしました。当事業年度末日における総店舗数は、直営店129店舗、フランチャイ

ズ店８店舗となりました。 

 商品におきましては、仕入部門では、商材の仕入価格引下げに向け価格交渉を実施するとともに、流

通経路の見直し等による合理化を推進し、原価の低減に努めてまいりました。開発部門では、主力ブラ

ンドである「東方見聞録」及び「月の雫」においてグランドメニューの改定を実施し、お客様の低価格

志向を踏まえた低価格メニューを導入・強化してまいりました。さらに、「500円均一ランチ」を開発

し、一部店舗で導入いたしました。 

 管理面におきましては、「情報システムネットワークの見直しによるシステム費の削減」を行うとと

もに「本社移転による家賃の低減及び業務の効率化」を実現する等より一層のコスト削減に努めてまい

りました。また、幹部人財育成に向けての制度として「三光塾」の運営を開始いたしました。 

 台湾事業におきましては、わが国同様台湾国内においても景気の冷え込みが著しく、改めて市場を分

析するとともに、事業計画の再検証を進めてまいりました。 

以上の結果、当事業年度における売上高は、前年同期比2.4％減少し251億41百万円となりました。営

業利益は、前年同期比2.0％減少し23億89百万円、経常利益は前年同期比8.0％減少し24億23百万円、当

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）
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期純利益は前年同期比2.7％減少し10億72百万円となりましたが、利益率に関しましては、売上高経

常利益率9.6％と高い水準を確保いたしました。 

     

次期の見通しにつきまして、経済指標に改善の兆しが見られ、一部企業では在庫調整も進み輸出も持

ち直しておりますが、雇用環境及び所得環境も依然厳しいままであり、個人消費の冷え込んだ状況はま

だまだ続くものと思われます。 

 このような厳しい経済・消費環境が見込まれる中、当社は「お客様満足度の向上こそが、競争に打ち

勝ち、成長していくための原点である」との認識のもと、「一人一人の本気がお店を熱くする！」をス

ローガンに掲げ、１店舗１店舗、従業員一人ひとりの「お客様に満足していただきたい！」との“熱い

思い”がお客様に伝わる店舗運営に努めてまいります。 

 店舗開発に関しましては、当社が得意とする集客効果の高い主要都市の主要ターミナル駅へのドミナ

ント出店を継続して行ってまいります。 

 既存ブランドに関しましては、投資効率を重視し、今まで以上に立地を厳選して出店を図ってまいり

ます。FC事業に関しましては、各業態それぞれの特性を活かせるような立地戦略に立った堅実な展開を

進めてまいります。 

 また、平成22年６月期から導入いたします「全品270円居酒屋金の蔵Jr.」、「全品270円居酒屋東方

見聞録」等の低価格ブランドを積極的に展開し、市場シェアの拡大に努めてまいります。 

 低価格ブランドの実現に必要不可欠となる商品開発に関しましては、品質を保ったまま、より低価格

な商品をお客様に提供できるよう努めてまいります。 

 新ブランドの開発に関しましては、若年層のアルコール離れや法改正による飲酒運転の罰則強化等ア

ルコール事業への風当たりが年々厳しくなっていくことから、今後は若年層からファミリー層まで多く

のお客様にご利用いただけるブランドとして、既存の食堂事業「三光亭」に加え非アルコールである食

事性事業の開発・展開に挑戦してまいります。これにより、今後の当社事業展開に幅を持たせることが

でき、新たな成長機会として位置づけてまいります。 

 営業施策に関しましては、従前より行っておりました街頭販促や法人営業、「ぐるなび」等のオンラ

インを利用した施策に加え、携帯電話に特化した販促を積極的に導入し、売上向上に繋げてまいりま

す。 

 台湾事業に関しましては、台湾国内の景気の回復状況を見極めつつ慎重に出店タイミングを図り、１

号店の開店を目指し事業展開を推し進めてまいります。 

 また、「店づくりは人づくり」の理念の下、今まで以上に採用に注力し専門性の高い人財の確保に努

め、社内教育制度（「三光塾」）を一層充実させ、幹部育成のスピードを速めてまいります。さらに、

人事評価制度の見直しを行い、従業員がより公平感・納得感を得られる制度内容に改善・運用をしてま

いります。加えて、独立支援制度を本格導入させ、独立を志す社員に対する支援を行ってまいります。

 以上により、平成22年６月期の業績は、売上高260億円（前年同期比3.4％増）、営業利益24億50百万

円（前年同期比2.5％増）、経常利益24億50百円（前年同期比1.1％増）、当期純利益10億40百万円（前

年同期比2.6％増）、１株当たり当期純利益7,228円75銭を見込んでおります。 

  

（次期の見通し）
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［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。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

(資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて、16.3%減少し、40億72百万円となりました。これは主に未収入

金が７億92百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度に比べて、17.6%増加し、133億43百万円となりました。これは主にリース会

計基準の適用によりリース資産が15億94百万円増加したことによるものであります。 

(負債） 

 流動負債は、前事業年度に比べて、3.3%減少し、28億84百万となりました。これは主に未払金が１億

36百万減少したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度に比べて、10.2%増加し、42億50百万円となりました。これは主にリース会

計基準の適用によりリース債務が４億22百万円増加したことによるものであります。 

(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度に比べて、6.5%増加し、131億65百万円となりました。これは主に利益剰

余金が８億13百万円増加したことによるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前事業年度末に比べほぼ横ばいの、

29億76百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、15億73百万円（前年同期比9.1%減）となりました。これは、主に法

人税等の支払額が12億６百万円計上されたものの、税引前当期純利益が19億80百万円、非現金支出項目

である減価償却費３億74百万円及び減損損失が４億２百万円計上され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） 

 投資活動の結果使用した資金は、２億42百万円（前年同期比94.5%減）となりました。これは主に有

形固定資産の売却による収入13億21百万円、差入保証金の回収による収入15億40百万円が計上されたも

のの、有形固定資産の取得による支出７億41百万円、差入保証金の差入による支出17億58百万円があっ

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） 

 財務活動の結果使用した資金は、13億29百万円（前年同期比126.8%増）となりました。これは長期借

入金の返済による支出83百万円、リース債務の返済による支出９億89百万円及び配当金の支払額２億56

百万円によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い（注１）各指標は、いずれも財務数値よ

り計算しております。 

 （注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 （注４）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている 

     全ての負債を対象としています。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと認識しており、収益力の向上・財務体質

の改善を図りながら長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。この

方針に基づき、業績及び配当性向を総合的に考慮して、利益配当額を決定するとともに、将来の更なる

事業拡充のための設備投資を行い、競争力の維持強化に努めてまいります。 

 当事業年度に関しましては、前期比では減収減益という結果になりましたが、「長期的かつ安定した

配当及び利益還元」という基本方針の下、配当可能利益を確保していることから、期末配当は、配当予

想どおり１株につき普通配当800円を実施する予定でおります。これにより、当期の年間配当金は、中

間期の配当金として１株につき800円（前中間期800円）を実施しており、期末配当金１株につき普通配

当800円（前期末普通配当800円記念配当200円合計1,000円）と合わせて、１株当たり1,600円（前期

1,800円）を予定することとなります。 

 また、次期の配当に関しましては、業績、配当性向、当期配当金を総合的に勘案して、適宜、適切に

検討させていただく所存であります。 

  

平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

自己資本比率 56.7 61.2 71.6 76.2 75.6

時価ベースの自己資本比率 122.7 210.4 125.5 60.0 59.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

2.0 0.4 0.3 0.1 0.5

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

25.1 115.6 114.4 380.9 79.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業活動におけるリスクで、業績又は財務状態に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項は次のとおりです。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努

め及び発生した場合に適切に対応する所存であります。なお、文中における将来に関する事項は、当事

業年度末現在において当社が判断したものであります。 

食材については、近年、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ、食品表示の偽装、輸入食材及び輸入加工食品

による事故等、お客様からその安全性についての信頼を損なう事象が度々発生しております。当社

は、良質な食材を安定的に確保していくために、食材の仕入先が特定業者に片寄らないよう留意し、

食材の安全性についても自社チェックや仕入先への確認・検証を行っております。しかし、事故発生

等により安定的な供給体制が損なわれた場合には、商品の提供に支障を来たし仕入価格が高騰するお

それがあり、当社の業績が影響を受ける可能性があります。また、特定の食材についての風評被害や

外食業界全体に対する信用不安により当社の業績又は財務状態が影響を受ける可能性があります。 

当社は、店舗の多くを賃借により出店しており、賃貸借契約の締結に際して敷金又は保証金等を支

払う場合が多くあります。契約締結前はもちろん、契約締結後といえども、賃貸人の与信審査を行う

等、賃貸人の信用不安に備えておりますが、万一、賃貸人が破産等をした場合、又は、賃貸借契約を

中途解約した場合には、敷金又は保証金等の回収が困難となり、当社の業績又は財務状態が影響を受

ける可能性があります。 

当社が営む外食事業は、食品衛生法、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイ

クル法）、消防法、エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）その他の店舗の運営に関わ

る各種法令により規制を受けております。これらの法的規制が法令改正等により強化された場合、そ

れに対応するための新たな費用等が発生等することにより、業績又は財務状態が影響を受ける可能性

があります。 

当社の店舗は、首都圏を中心とした都市部の駅前に集中しており、地震、台風等の天災により、首

都圏の駅周辺の被害が甚大な場合や、火災等により営業の継続が困難となった場合には、当社の業績

又は財務状態が影響を受ける可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

①食材について

②敷金・保証金等の回収

③法的規制について

④天災等の影響について

8

株式会社三光マーケティングフーズ（2762）　平成21年６月期決算短信（非連結）



「価値ある食文化の提案」を企業理念に掲げ、「東方見聞録」「月の雫」「黄金の蔵」「金の蔵Ｊ
ｒ．」を主力ブランドとして、首都圏を中心に居酒屋事業を展開しております。また、日常食業態として
食堂事業「ごはんや 三光亭」を展開しております。各ブランド・業態の特徴は下記のとおりでありま
す。 

 
（注）店舗数は平成21年６月30日現在の直営店です。 

フランチャイズ店として「東方見聞録」を３店舗、「月の雫」を２店舗、「黄金の蔵」を１店舗、「荳庵」１

店舗、「ごはんや三光亭」を１店舗の合計８店舗を開店しております。 

2. 企業集団の状況

業態 特徴 店舗数

東方見聞録

 “都会の中の隠れ家”をコンセプトに“個室感覚の空間作り”を意識し、
照明を抑えた落ち着いた雰囲気の店舗作りとなっております。また、炭火串
焼を中心に“手作り感”を大切にした幅広いメニューを揃え、お客様に空間
の楽しさとプライベートな快適さを味わっていただけるブランドです。

48店

月の雫

 「東方見聞録」で確立してきた“個室感覚の空間作り”を継承し、『和』
へのこだわり、美食と癒しの食空間をコンセプトにして、より女性を意識し
た店作りとなっております。自家製手づくり豆冨と湯葉を中心に、“手作り
感”を大切にした料理を提供しております。

37店

黄金の蔵

 「東方見聞録」「月の雫」の特長である『個室感覚』と『手作り感溢れる
料理』を大切にしつつも、低価格志向のニーズにお応えする“半個室感覚”
の店舗作りとなっております。幅広い層のお客様をターゲットに和洋さまざ
まな創作メニューをリーズナブルな価格で取り揃えております。

18店

金の蔵Ｊｒ．

 「黄金の蔵」で培った多様な商品開発力を活かしつつ、低価格をテーマと
して新たな価値を創造するブランドです。「全品299円」「全品300円」とい
うように全品の価格を統一することで、気軽にご利用いただける店舗となっ
ております。

9店

電撃ホルモン

 栄養満点で人気のホルモンを、もつ鍋、ホルモン焼き、やきとん等を中心
メニューにして、リーズナブルな価格設定でご提供する店舗です。店内は、
人情や温かさが感じられる『アナログ感』をコンセプトにして、レトロな作
りで気軽に入りやすい雰囲気となっています。

5店

その他

 ワンランク上のブランドとして「吉今」を５店舗、プライベートに配慮し
た作りで和食・洋食・イタリアンの多彩なメニューをお手頃な価格でご提供
する「葡萄屋」１店舗、様々なパスタのバリエーションを手軽に楽しめる
「パスタママ」１店舗、ファースト・カジュアルなカフェテリアスタイルに
アレンジした日常食がテーマの食堂業態「三光亭」２店舗、その他３店舗を
それぞれ出店しております。

12店
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当社は、「価値ある食文化の提案」という基本理念のもと、ターミナル駅前の一等地にシナジー効果

を生み出すようなドミナント出店を継続しつつ、お客様のニーズに応えた店舗展開を推進することを、

店舗戦略の基本コンセプトとしております。 

 当社の柱である居酒屋事業については、お客様に提供している料理の「手作り感」と店舗の「個室感

覚」を大切にした高品質な空間を提供するとともに、一方では、幅広い年齢層に気軽に明るく楽しめる

大衆的でリーズナブルな空間を提供することをテーマとしております。 

 日常食分野では、「毎日食べても飽きないもの」「健康・安全・安心」「できたての味」をキーワー

ドに食堂事業である「ごはんや 三光亭」を展開しています。ただ、日常食分野は、多くの業態がある

のでさらに新たな事業の研究を行っております。 

 また、お客様の満足を得るためにも店舗の運営や商品開発等のために資本を投下することが最重要で

あるとの認識に立ち、本社等の経費をさらに見直し無駄を徹底的に省き、合理的で効率的な事業運営を

心がけてまいります。 

 株式会社三光マーケティングフーズは、常に「お客様の立場」にたち、「進化し続ける店作り」への

こだわりをもって、更なるビジネスの拡大に努力を続けてまいります。 

  

当社は、各業態の収益性の向上を図ることにより、売上及び利益の拡大を目指しておりますが、特に

売上高経常利益率を重視した経営を行っております。また、株主や投資家の皆様にご満足いただける経

営を徹底するため、ＲＯＥ（株主資本当期利益率）も重要な経営指標としております。さらに、キャッ

シュ・フロー重視の経営を目指し、フリーキャッシュ・フローの増加を目標としています。 

  

当社は、外食産業を取り巻く環境の変化の中においても、中長期的に成長を継続していくため、安定

的に利益を計上できる企業体質づくりを最重要課題と認識しております。具体的には、多くの人々が集

まるターミナル駅周辺の一等立地におけるドミナント出店戦略の継続のほか、新たな成長の軸となる事

業（海外事業を含む）ないし業態の開発、Ｍ＆Ａの手法を用いたシナジーの追求、仕入・販売管理・勤

怠管理等に関する情報システムの再構築や本社コストの合理化によるコスト削減を図ってまいります。

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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現在認識している会社が対処すべき課題の主要なものは次のとおりです。 

効果的な販促の実施により、店舗の収益力を高めることはもちろん、勤怠管理システムやオーダー

エントリーシステムの再構築や機能強化により、これまで以上に店舗運営の効率化を推進し、ローコ

スト経営をさらに進めてまいります。 

昨今のお客様の低価格志向に対応すべく、新たに開発した低価格業態の展開を迅速に行ってまいり

ます。 

少子化の進行により今後はさらに人員の確保が難しくなると予想されることから、採用部門の体制

を強化し、常に適正な人員を揃え、店舗運営に支障をきたすことがないよう努めてまいります。ま

た、経営者感覚を持ち店舗運営を委ねられるほどの優秀な人財の育成は競合他社がひしめく外食産業

において必要不可欠であり、会社の持続的発展のためにも最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、社内教育制度（「三光塾」）のより一層の充実を図ってまいります。 

企業としての社会的責任を果たし、信頼される企業となるべく、引き続き、コンプライアンス経営

の推進・徹底を図ってまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題

①既存店の強化

②低価格業態の迅速な展開

③人財の確保及び育成

④コンプライアンス経営の推進・徹底
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,975,804 2,976,778 

受取手形及び売掛金 286,826 244,888 

原材料 50,997 49,739 

前払費用 404,349 390,890 

繰延税金資産 158,452 208,442 

未収入金 904,634 － 

その他 83,133 201,644 

貸倒引当金 △8 △3 

流動資産合計 4,864,191 4,072,381 

固定資産 

有形固定資産 

建物 926,003 862,802 

減価償却累計額 △270,565 △265,719 

建物（純額） 655,437 597,083 

構築物 3,600 769 

減価償却累計額 △610 △769 

構築物（純額） 2,989 － 

工具、器具及び備品 361,404 263,435 

減価償却累計額 △194,198 △133,761 

工具、器具及び備品（純額） 167,206 129,673 

土地 57,370 57,370 

リース資産 － 1,672,617 

減価償却累計額 － △78,064 

リース資産（純額） － 1,594,553 

建設仮勘定 42,479 131,496 

有形固定資産合計 925,483 2,510,177 

無形固定資産 

商標権 411 304 

ソフトウエア 64,762 43,874 

電話加入権 2,846 2,846 

無形固定資産合計 68,020 47,025 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,312,737 1,303,568 

関係会社株式 10,000 303,732 

出資金 30 30 

長期貸付金 29,500 23,500 

従業員に対する長期貸付金 215 422 

長期前払費用 295 295 

差入保証金 8,200,033 7,993,344 

会員権 59,256 59,256 

長期預金 200,000 420,000 

繰延税金資産 388,625 492,712 

保険積立金 168,448 188,568 

その他 － 8,310 

貸倒引当金 △11,525 △7,500 

投資その他の資産合計 10,357,617 10,786,241 

固定資産合計 11,351,121 13,343,444 

資産合計 16,215,312 17,415,825 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 562,514 508,989 

1年内返済予定の長期借入金 83,324 33,324 

リース債務 － 259,968 

未払金 413,129 276,230 

未払費用 785,034 737,577 

未払法人税等 576,184 419,668 

未払消費税等 112,130 87,373 

前受金 32,771 27,392 

預り金 25,250 25,155 

前受収益 200,429 239,710 

役員賞与引当金 72,000 72,000 

設備関係未払金 119,013 164,746 

その他 2,971 32,747 

流動負債合計 2,984,754 2,884,883 

固定負債 

長期借入金 55,568 22,244 

長期未払金 8,605 2,675 

リース債務 － 422,718 

退職給付引当金 155,951 181,147 

役員退職慰労引当金 437,740 462,120 

長期預り保証金 214,263 184,983 

その他 － 89,875 

固定負債合計 872,128 1,365,764 

負債合計 3,856,883 4,250,647 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,390,503 2,390,503 

資本剰余金 

資本準備金 2,438,802 2,438,802 

資本剰余金合計 2,438,802 2,438,802 

利益剰余金 

利益準備金 315 315 

その他利益剰余金 

別途積立金 3,100,000 3,100,000 

繰越利益剰余金 4,422,221 5,235,436 

利益剰余金合計 7,522,536 8,335,751 

株主資本合計 12,351,842 13,165,057 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,586 120 

評価・換算差額等合計 6,586 120 

純資産合計 12,358,428 13,165,177 

負債純資産合計 16,215,312 17,415,825 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 25,747,682 25,141,281 

売上原価 6,717,724 6,260,597 

売上総利益 19,029,957 18,880,684 

販売費及び一般管理費 ※１ 16,590,543 ※１ 16,490,826 

営業利益 2,439,414 2,389,858 

営業外収益 

受取利息 47,279 43,091 

受取配当金 188 130 

受取賃貸料 2,520 2,520 

固定資産負担金 124,557 － 

受取保険金 7,944 － 

受取手数料 13,224 － 

協賛金収入 25,714 － 

コンテンツ利用料収入 35,612 － 

固定資産受贈益 － 8,300 

雑収入 15,420 21,826 

営業外収益合計 272,461 75,868 

営業外費用 

支払利息 3,903 20,039 

社債利息 275 － 

コンテンツ使用料 41,828 － 

貸倒損失 － 11,493 

雑損失 31,852 10,522 

営業外費用合計 77,859 42,055 

経常利益 2,634,016 2,423,671 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 4,029 

受取補償金 220,000 214,625 

その他 － 14,670 

特別利益合計 220,000 233,325 

特別損失 

固定資産除却損 ※２ 91,558 ※２ 95,094 

リース解約損 33,769 34,676 

固定資産売却損 ※３ 26,033 ※３ － 

店舗閉鎖損失 ※４ 105,551 ※４ 78,121 

減損損失 ※５ 314,621 ※５ 402,592 

投資有価証券評価損 256,199 － 

その他 － 66,068 

特別損失合計 827,733 676,554 

税引前当期純利益 2,026,282 1,980,442 

法人税、住民税及び事業税 1,172,519 907,096 

法人税等調整額 △248,283 △149,639 

過年度法人税等 － 150,803 

法人税等合計 924,236 908,261 

当期純利益 1,102,045 1,072,180 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,390,503 2,390,503 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,390,503 2,390,503 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 2,438,802 2,438,802 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,438,802 2,438,802 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,438,802 2,438,802 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,438,802 2,438,802 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 315 315 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 315 315 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 3,100,000 3,100,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,100,000 3,100,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,550,367 4,422,221 

当期変動額 

剰余金の配当 △230,192 △258,966 

当期純利益 1,102,045 1,072,180 

当期変動額合計 871,853 813,214 

当期末残高 4,422,221 5,235,436 

利益剰余金合計 

前期末残高 6,650,682 7,522,536 

当期変動額 

剰余金の配当 △230,192 △258,966 

当期純利益 1,102,045 1,072,180 

当期変動額合計 871,853 813,214 

当期末残高 7,522,536 8,335,751 
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（単位：千円） 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

株主資本合計 

前期末残高 11,479,988 12,351,842 

当期変動額 

剰余金の配当 △230,192 △258,966 

当期純利益 1,102,045 1,072,180 

当期変動額合計 871,853 813,214 

当期末残高 12,351,842 13,165,057 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 9,681 6,586 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△3,095 △6,466 

当期変動額合計 △3,095 △6,466 

当期末残高 6,586 120 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 9,681 6,586 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△3,095 △6,466 

当期変動額合計 △3,095 △6,466 

当期末残高 6,586 120 

純資産合計 

前期末残高 11,489,670 12,358,428 

当期変動額 

剰余金の配当 △230,192 △258,966 

当期純利益 1,102,045 1,072,180 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,095 △6,466 

当期変動額合計 868,758 806,748 

当期末残高 12,358,428 13,165,177 

16

株式会社三光マーケティングフーズ（2762）　平成21年６月期決算短信（非連結）



(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７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 

税引前当期純利益 2,026,282 1,980,442 

減価償却費 377,165 374,509 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,155 25,196 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,620 24,380 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,846 △4,029 

受取利息及び受取配当金 △47,467 △43,221 

投資有価証券評価損益（△は益） 256,199 △1,734 

固定資産除却損 91,558 95,094 

固定資産売却損益（△は益） 26,033 － 

固定資産受贈益 － △8,300 

支払利息 3,903 20,039 

社債利息 275 － 

貸倒損失 － 11,493 

減損損失 314,621 402,592 

店舗閉鎖損失 105,551 78,121 

売上債権の増減額（△は増加） 65,479 33,627 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,808 1,257 

仕入債務の増減額（△は減少） △23,069 △53,525 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80,483 △90,838 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △104,071 △171,175 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △13,450 △26,704 

その他 － 82,250 

小計 3,054,958 2,729,476 

利息及び配当金の受取額 20,141 70,547 

利息の支払額 △4,545 △19,850 

法人税等の支払額 △1,339,152 △1,206,831 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,731,402 1,573,342 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

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 △1,450,000 － 

定期預金の預入による支出 － △220,000 

有形固定資産の取得による支出 △909,685 △741,705 

有形固定資産の売却による収入 300 1,321,161 

無形固定資産の取得による支出 △17,136 △5,377 

差入保証金の差入による支出 △2,109,092 △1,758,041 

差入保証金の回収による収入 89,072 1,540,654 

子会社株式の取得による支出 － △293,732 

貸付けによる支出 △500 △1,794 

貸付金の回収による収入 7,800 7,048 

その他 △32,217 △90,608 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,421,458 △242,396 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 100,000 － 

長期借入金の返済による支出 △338,158 △83,324 

リース債務の返済による支出 － △989,930 

社債の償還による支出 △120,000 － 

配当金の支払額 △228,282 △256,717 

財務活動によるキャッシュ・フロー △586,440 △1,329,972 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,276,496 973 

現金及び現金同等物の期首残高 6,252,301 2,975,804 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,975,804 ※１ 2,976,778 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用してお

ります。

(1) 満期保有目的の債券

             同左

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(2) 子会社株式

同左

(3) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用

しております。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

        同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

 終仕入原価法

原材料

終仕入原価法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）

（会計方針の変更） 

棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな

卸資産については、従来、 終仕

入原価法による原価法によってお

りましたが、当事業年度より「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、 終仕入原価法による原価法

（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。 

 これにより、当事業年度の損益

に与える影響額はありません。
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  主として定率法（平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）は定額法）によって

おります。なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。 

 建物     15～22年 

 器具及び備品 ３～15年 

  

（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年３月

31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終

了した翌期から５年間で均等償却

する方法によっております。 

 これによる営業利益、経常利益 

及び税引前当期純利益に与える 

影響は軽微であります。

 

(1) 有形固定資産(リース資産除く)

  主として定率法（平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）は定額法）によって

おります。なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。 

 建物     10～18年 

 器具及び備品 ３～10年 

  

 

  

  

 

  

 

 

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

(2) 無形固定資産(リース資産除く)

同左

(3) リース資産 

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を０円または残価保証額とする定額

法によっております。 

  

 なお、リース取引開始日が平成20年

６月30日以前の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

じた会計処理によっております。 
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた  

  め、当事業年度末における退職  

  給付債務の見込額に基づき計上 

  しております。 

  数理計算上の差異は、その発生  

  時の従業員の平均残存勤務期間  

  内の一定の年数(３年)による定 

  額法により、翌期から費用処理 

  することとしております。 

    

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備える

ため、役員賞与支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上

しております。

(4) 役員賞与引当金

同左

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

―
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項目
前事業年度

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日)

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日)

７ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップに
ついて、特例処理を採用しております。 
(2)ヘッジ手段 
 金利スワップ 
(3)ヘッジ対象 
 市場金利等の変動によりキャッシュ・
フローが変動するもの（変動金利の借入
金） 
(4)ヘッジ方針 
 デリバティブ取引は金利の変動による
リスク回避を目的としており、投機的な
取引は行わない方針であります。デリバ
ティブ取引の執行・管理については、取
引権限及び取引限度額等を定めた社内ル
ールに従い、資金担当部門が決裁担当者
の承認を得て行っております。 
(5)ヘッジ有効性評価の方法 
 金利スワップは特例処理の要件を満た
しており、その判定をもって有効性の評
価に代えております。

―

８ キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない取
得日から３か月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっております。

同左

９ その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっ
ております。

消費税等の会計処理方法
同左
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【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

― （リース取引に関する会計基準） 

 所有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に準じた会計処理によっ 

ておりましたが、当事業年度より「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））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。 

 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、引き 

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を 

適用しております。 

 これにより、損益に与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

（貸借対照表） 

 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「保険積立金」は、当事業年度に

おいて、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前事業年度の「保険積立金」は146,473千円で

あります。

（貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

は、当事業年度において、資産総額の100分の１以下に

なったため、「その他」に含めて表示しました。「未収

入金」は、当事業年度において、112,105千円でありま

す。 
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【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

           ―  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

131,811千円減少し、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当期純利益に与える影響はあり

ません。  
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(7)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年６月30日)

当事業年度
(平成21年６月30日)

 

１ 当座貸越契約 

  当社は金融機関との間で当座貸越契約を締 

  結しております。この契約に基づく当事業 

  年度末の借入未実行残高は次のとおりであ 

  ります。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 ―

差引額 200,000千円
 

１ 当座貸越契約 

  当社は金融機関との間で当座貸越契約を締 

  結しております。この契約に基づく当事業 

  年度末の借入未実行残高は次のとおりであ 

  ります。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 ―

差引額 200,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与 6,992,565千円

退職給付費用 39,805

減価償却費 377,165

地代家賃 3,911,553

支払リース料 989,669

水道光熱費 1,088,651

役員退職慰労引当金繰入額 24,500

役員賞与引当金繰入額 72,000
 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与 6,940,298千円

退職給付費用 42,750

減価償却費 374,509

地代家賃 4,080,323

支払リース料 797,147

水道光熱費 1,122,337

役員退職慰労引当金繰入額 24,380

役員賞与引当金繰入額 72,000

 
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物              4店舗分 69,558千円

工具、器具及び備品    8店舗分 21,999千円

          計 91,558千円

 
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物        4店舗分 79,503千円

工具、器具及び備品 4店舗分 15,591千円

       計 95,094千円

 

 
※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物        1店舗分 20,113千円

構築物       1店舗分 694千円

工具、器具及び備品 1店舗分 5,224千円

          計 26,033千円

  

 
※３          ―

       

 

 
※４ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

差入保証金     6店舗分 95,021千円

撤去工事費用    6店舗分 3,413千円

その他       6店舗分 7,117千円

          計 105,551千円

 
※４ 店舗閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。

差入保証金    6店舗分 35,957千円

撤去工事費用   16店舗分 38,171千円

その他      3店舗分 3,991千円

       計 78,121千円
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前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

※５ 減損損失 

      以下の資産グループについて減損損失を計上し  

  ました。 

                  （単位 千円）

店名 
場所 

閉店予定日
用途 種類 減損損失

パスタママ 下北沢 
（東京都世田谷区） 
  
平成20年７月22日

店舗 建物等 6,510

東方見聞録渋谷駅東口 
（東京都渋谷区） 
  
平成20年９月30日

店舗 建物等 16,496

三光亭 東千葉 
（千葉県千葉市） 
  
平成20年７月６日

店舗 建物等 41,730

三光亭 高崎上大類 
（群馬県高崎市） 
  
平成20年10月31日

店舗 建物等 44,489

月の雫 クレフィ三宮 
（兵庫県神戸市） 
  
平成20年10月７日

店舗 建物等 65,742

三光亭 伊勢崎日之出 
（群馬県伊勢崎市） 
  
平成20年10月31日

店舗 建物等 68,918

三光亭 みどり大間々 
（群馬県みどり市） 
  
平成20年10月31日

店舗 建物等 70,734

 

※５ 減損損失 

   以下の資産グループについて減損損失を計上し  

  ました。 

                  （単位 千円）

店名 
場所

用途 種類 減損損失

本社 
（東京都新宿区） 
注１

本社 建物等 22,551

庖坊主  
銀座店 
（東京都中央区） 
注１

店舗 建物等 45,384

荳庵  
銀座店 
（東京都中央区） 
注１

店舗 建物等 64,042

東方見聞録 
三宮東口駅前店 
（兵庫県神戸市） 
注１

店舗 建物等 46,208

吉今ダイニング 
大井町店 
（東京都品川区） 
注２

店舗 建物等 45,308

黄金の蔵  
錦糸町店 
（東京都墨田区） 
注２

店舗 建物等 22,855

東方見聞録 
西武新宿駅前店 
（東京都新宿区） 
注２

店舗 建物等 27,872

月の雫 
新小岩南口店 
（東京都葛飾区） 
注２

店舗 建物等 63,812

月の雫  
自由が丘駅前店 
（東京都目黒区） 
注２

店舗 建物等 40,867

三光亭  
野田山崎貝塚店 
（千葉県野田市） 
注２

店舗 建物等 23,688
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前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と
して各店舗をグルーピングしており、営業活動から生
ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び
店舗閉鎖の意思決定が行われた場合について減損を認
識し、帳簿価格を回収可能額まで減額しております。 
  
 上記資産については、個別にグルーピングしてお
り、店舗閉鎖の意思決定が行われたため帳簿価額を回
収可能価額まで減額して314,621千円の減損損失を計上
致しました。その内訳は建物88,231千円、差入保証金
158,670千円、その他67,720千円であります。 
  
 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して
おりますが、すべて除却予定のため、資産の帳簿価額
を０円まで減額しております。 
 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし
て各店舗をグルーピングしており、店舗閉鎖の意思決定
が行われた場合または営業活動から生ずる損益が継続し
てマイナスである場合に減損を認識し、帳簿価額を回収
可能額まで減額するとともに、当該減少額を減損損失
（402,592千円）として特別損失に計上しております。 
 その種類ごとの内訳は、建物等49,132千円、差入保証
金248,961千円、その他104,498千円であります。 
 

注１ 本社移転または店舗閉鎖の意思決定を行ったた

め、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額いたしました。なお、回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりますが、減

損損失計上時は除却予定であったため、資産の

帳簿価額を０円まで減額しております。 

（平成21年６月30日現在すべて除却済） 

 

注２ 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

あったため、当該資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額いたしました。なお、当資

産グループの回収可能価額は使用価値により測

定しておりますが、将来キャッシュ・フローが

マイナスのため資産の帳簿価額を０円まで減額

しております。 
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前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度増加株式数
(株)

当事業年度減少株式数
(株)

当事業年度末株式数
(株)

発行済株式

普通株式(株) 143,870 ― ― 143,870

合計 143,870 ― ― 143,870

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年９月20日 
定時株主総会

普通株式 115,096 800 平成19年６月30日 平成19年９月21日

平成20年２月14日 
取締役会

普通株式 115,096 800 平成19年12月31日 平成20年３月17日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年９月25日 
定時株主総会

普通株式 143,870 利益剰余金 1,000 平成20年６月30日 平成20年９月26日

前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度増加株式数
(株)

当事業年度減少株式数
(株)

当事業年度末株式数
(株)

発行済株式

普通株式(株) 143,870 ― ― 143,870

合計 143,870 ― ― 143,870

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年９月25日 
定時株主総会

普通株式 143,870 1,000 平成20年６月30日 平成20年９月26日

平成21年２月６日 
取締役会

普通株式 115,096 800 平成20年12月31日 平成21年３月12日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年９月25日 
定時株主総会

普通株式 115,096 利益剰余金 800 平成21年６月30日 平成21年９月28日

31

株式会社三光マーケティングフーズ（2762）　平成21年６月期決算短信（非連結）



 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 2,975,804千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 2,975,804千円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 2,976,778千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 2,976,778千円

 

２ 重要な非資金取引の内容 

 当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係

る資産及び債務の額は、それぞれ1,672,617千円であり

ます。 
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額

１ ファイナンス・リース取引（借主側）所有権移転外

ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

 店舗設備における厨房設備等（建物及び器具及び

備品）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「4.固定資産の減損償却の方法」

に記載のとおりであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前

の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によっており、その内容は以

下のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
 相当額 
 (千円)

建物 6,344,030 955,183 5,388,847

工 具、器 具 及
び備品

801,501 507,682 293,818

車両 
運搬具

10,823 4,597 6,255

ソフト 
ウエア

46,491 24,385 22,105

合計 7,202,847 1,491,849 5,710,997

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

建物 1,619,239 184,244 104,498 1,330,497

工具、器
具及び備
品

355,142 162,761 ― 192,381

車両 
運搬具

10,823 7,105 ― 3,717 

ソフト 
ウエア

46,246 33,418 ― 12,827

合計 2,031,452 387,529 104,498 1,539,424

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,068,659千円

１年超 1,659,736

 合計 5,728,396千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 273,849千円

１年超 1,379,803

合計 1,653,652千円

リース資産減損勘定の残高 104,498千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

1) 支払リース料 945,920千円

2) 減価償却費相当額 798,469千円

3) 支払利息相当額 133,150千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額及び減損損失

1) 支払リース料 767,066千円

2) 減価償却費相当額 598,805千円

3) 支払利息相当額 136,071千円

4) 減損損失 104,498千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零または残

価保証額とする定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

                      同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 241,237千円

１年超 798,532

 合計 1,039,770千円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 167,058千円

１年超 616,087

合計 783,145千円
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    該当事項はありません。 

(金融商品関係)
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１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
 (注)組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額

を当事業年度の損益に計上しております。 

 なお、時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年６月30日現在)

種 類
貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1)国債・地方債 ― ― ―

時価が貸借対照表計上額 (2)社債 1,293,800 1,293,800 ―

 を超えないもの (3)その他 ― ― ―

小 計 1,293,800 1,293,800 ―

合     計 1,293,800 1,293,800 ―

種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

(1)株式 7,830 18,937 11,107

(2)債券

 貸借対照表計上額が取得  ①国債・地方債等 ― ― ―

 原価を超えるもの  ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合   計 7,830 18,937 11,107

内容 貸借対照表計上額(千円)

子会社株式及び関連会社株式

 非上場株式 10,000

種類
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

１ 債券

 (1) 国債・地方債 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― 1,550,000

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他 ― ― ― ―

合計 ― ― ― 1,550,000
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１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
 注）組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、 

   評価差額を当事業年度の損益に計上しております。 

   なお、時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

 
  

当事業年度(平成21年６月30日現在)

種 類
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額(千円)

(1)国債・地方債 ― ― ―

時価が貸借対照表計上額 (2)社債 1,295,535 1,295,535 ―

 を超えないもの (3)その他 ― ― ―

小 計 1,295,535 1,295,535 ―

合     計 1,295,535 1,295,535 ―

種類 取得原価(千円)
貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

(1)株式 7,830 8,033 203

(2)債券

 貸借対照表計上額が取得  ①国債・地方債等 ― ― ―

 原価を超えるもの  ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合   計 7,830 8,033 203

内容 貸借対照表計上額(千円)

子会社株式及び関連会社株式

 非上場株式 303,732

種類
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

１ 債券

 (1) 国債・地方債 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― 1,550,000

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他 ― ― ― ―

合計 ― ― ― 1,550,000
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

(1) 取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引及びデリバティブを組み込んだ複合金融商品取引

であります。

(1) 取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、デリバティブを

組み込んだ複合金融商品取引であります。 

 

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避

を目的としております。また、余裕資金を効率的に

運用するため、元本を毀損することのない複合金融

商品を満期保有目的で利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

 

(2) 取引に対する取組方針

  デリバティブ取引は、余裕資金を効率的に運用する

ため、元本を毀損することのない複合金融商品を満

期保有目的で利用しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

 

(3) 取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しており、デリバティブを組み込んだ複合金

融商品取引は、余剰資金の運用を目的としておりま

す。 

①ヘッジ会計の処理 

 特例処理の要件を満たす金利スワップについて、

特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・市場金利等のキャッシュ・フ 

         ローが変動するもの 

         （変動金利の借入金） 

③ヘッジ方針 

 デリバティブ取引は金利の変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満たしており、

その判定をもって有効性の評価に代えております。 

 

(3) 取引の利用目的

  デリバティブを組み込んだ複合金融商品取引は、余

剰資金の運用を目的としております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容
  金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクは

ほとんどないと認識しております。また、複合金融

商品取引は為替相場の変動による金利変動リスクを

有しておりますが、元本確保を前提とするなど、リ

スクの高い取引は行っておりません。なお、これら

の取引はいずれも信用度の高い金融機関にて運用を

行っており、契約不履行により生じる信用リスクは

極めて低いと認識しております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容

  複合金融商品取引は為替相場の変動による金利変動

リスクを有しておりますが、元本確保を前提とする

など、リスクの高い取引は行っておりません。な

お、当該取引は信用度の高い金融機関にて運用を行

っており、契約不履行により生じる信用リスクは極

めて低いと認識しております。 

  

 

(5) 取引に係るリスク管理体制
  金利関連のデリバティブ取引及び複合金融商品取引

の執行・管理については、取引権限及び取引限度額

等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁

担当者の承認を得て行っております。 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制

  複合金融商品取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

複合金融商品の組込デリバティブについては、複合金融商品全体を時価評価し、（有価証券関

係）に含めて記載しております。 

  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

複合金融商品の組込デリバティブについては、複合金融商品全体を時価評価し、（有価証券関

係）に含めて記載しております。 
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前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  
  

(持分法投資損益等)
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前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 

  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日) 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17

日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18

年10月17日）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に対し、重要な追加はありません。 

  

 1.関連当事者との取引 

   関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 

 2.親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  (1)親会社情報 

   該当ありません。 

  (2)重要な関連会社の要約財務諸表 

   該当ありません。 

  

  

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年６月30日)

当事業年度
(平成21年６月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 4,694千円

未払事業税 46,915

退職給付引当金 63,472

役員退職慰労引当金 178,160

投資有価証券評価損 104,273

  減損損失 115,639

    その他 38,442

繰延税金資産計 551,598

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △4,520

繰延税金負債計 △4,520

繰延税金資産の純額 547,077

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 3,054千円

未払賞与 46,763

未払事業税 32,209

前受収益 81,580

退職給付引当金 73,727

役員退職慰労引当金 188,082

投資有価証券評価損 103,567

減損損失 120,120

その他 52,131

繰延税金資産計 701,237

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △82

繰延税金負債計 △82

繰延税金資産の純額 701,154

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

 同族会社の留保金課税 2.4

 住民税均等割等 2.7

 交際費等永久に損金に算入されない 
 項目

1.6

 その他 △1.8

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.6

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

同族会社の留保金課税 1.1

住民税均等割等 2.7

交際費等永久に損金に算入されない 
 項目

0.2

その他 1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

２ 退職給付債務及びその内訳

前事業年度

(平成20年６月30日現在)

(1) 退職給付債務 △143,761千円

(2) 退職給付引当金 155,951千円

差引(1)＋(2) 12,190千円

(3) 未認識数理計算上の差異 12,190千円

２ 退職給付債務及びその内訳

当事業年度

(平成21年６月30日現在)

(1) 退職給付債務 △126,684千円

(2) 退職給付引当金 181,147千円

差引(1)＋(2) 54,463千円

(3) 未認識数理計算上の差異 54,463千円

３ 退職給付費用の内訳

前事業年度

(自 平成19年７月１日

至 平成20年６月30日)

退職給付費用 39,805千円

(1) 勤務費用 42,086千円

(2) 利息費用 1,809千円

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △4,090千円

３ 退職給付費用の内訳

当事業年度

(自 平成20年７月１日

至 平成21年６月30日)

退職給付費用 42,750千円

(1) 勤務費用 44,029千円

(2) 利息費用 2,156千円

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △3,435千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度

(平成20年６月30日現在)

(1) 割引率 1.50％

(2) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(3) 数理計算上の差異の処理年数 ３年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当事業年度

(平成21年６月30日現在)

(1) 割引率 1.50％

(2) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(3) 数理計算上の差異の処理年数 ３年
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前事業年度(自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日) 

１ ストック・オプションの内容 

  

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 
  

 
  

② 単価情報 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 取締役１名及び従業員11名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式   196株

付与日 平成15年９月25日

権利確定条件
権利行使時において、当社の取締役又は従業員の地位に
あること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成17年10月１日から
平成21年９月30日まで

平成15年
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 期首 ―

 付与数 ―

 失効数 ―

 行使数 ―

 未行使数 ―

権利確定後         (株)

 期首 116

 付与数 ―

 失効数 8

 行使数 ―

 未行使数 108

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格(円) 108,397

行使時平均株価(円) ―

公正な評価単価(付与日)(円) ―
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１ ストック・オプションの内容 

  

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 
  

 
  

② 単価情報 
  

 
  

当事業年度(自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日)

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 取締役１名及び従業員11名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式   196株

付与日 平成15年９月25日

権利確定条件
権利行使時において、当社の取締役又は従業員の地位に
あること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成17年10月１日から
平成21年９月30日まで

平成15年
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 期首 ―

 付与数 ―

 失効数 ―

 行使数 ―

 未行使数 ―

権利確定後         (株)

 期首 108

 付与数 ―

 失効数 ―

 行使数 ―

 未行使数 108

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格(円) 108,397

行使時平均株価(円) ―

公正な評価単価(付与日)(円) ―
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    該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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  (注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと 

おりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

 
１株当たり純資産額 85,899円97銭 １株当たり純資産額 91,507円45銭

 
１株当たり当期純利益金額 7,660円01銭 １株当たり当期純利益金額 7,452円43銭

                     
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、希薄化効果を有している潜
在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。 
 

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 1,102,045 1,072,180

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,102,045 1,072,180

期中平均株式数(株) 143,870 143,870

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― ―

(うち新株予約権) (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

新株予約権１種類（新株
予約権の数108個）

新株予約権１種類（新株
予約権の数108個）
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日)

当事業年度
(自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日)

1.株式取得による会社の買収 

当社は、平成20年６月12日開催の取締役会において、ア

ジアンエイト株式会社（以下「対象者」）の株式を取得

することを決議し、同年７月１日に実施しました。 

 

(1)株式取得による会社の買収の旨及び目的 

対象者は、東京都内を中心に中華料理の飲食店の店舗展

開をしておりその顧客基盤やノウハウ等を当社のそれと

融合させることにより、より付加価値の高いサービスが

出来得ると考え、買収を決定致しました。 

 

(2)買収する会社の名称、事業内容、規模 

名称     アジアンエイト株式会社 

主な事業内容 中華居酒屋店の運営 

設立     平成19年３月６日 

本店所在地  東京都千代田区岩本町三丁目８番15号 

代表者    代表取締役 尾張 良介 

業績（平成20年３月31日期） 

 資本の額    30,000千円 

 売上高    758,473千円 

 経常損失    15,133千円 

 当期純損失     16,073千円 

 総資産    550,800千円 

 純資産    395,162千円 

 

(3)株式取得の時期 

平成20年７月１日 

 

(4)株式の取得先 

レッドホースアソシエイツ株式会社 

 

(5)取得する株式の種類、数、取得価額 

取得する株式の種類：普通株式 

取得する株式の数：600株 

取得価額：普通株式１株につき、金 366,666円 

     総額 220,000,000円 

 

(6)取得後の所有割合 

 100％ 

 

(7)支払資金の調達方法 

自己資金

―
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代表者その他役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。 

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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