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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9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 ％

22年6月期第1四半期 5,928 △5.5 430 1.1 368 △16.0 192 △16.2

21年6月期第1四半期 6,272 ― 426 ― 438 ― 230 ―

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

22年6月期第1四半期 1,341.30 ―

21年6月期第1四半期 1,600.11 ―

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

22年6月期第1四半期 17,444 13,242 75.9 92,044.70
21年6月期 17,415 13,165 75.6 91,507.45

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  13,242百万円 21年6月期  13,165百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

800.00 ― 800.00 1,600.00

3.  平成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）

（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

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 △3.0 7,228.75

1



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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 143,870株 21年6月期  143,870株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  0株 21年6月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 143,870株 21年6月期第1四半期 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 

 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１四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、輸出や

生産が一部持ち直してはいるものの、失業率の上昇、所得の減少等により個人消費は低迷し、依然厳しい

状況が続いております。 

 外食産業におきましても、所得に不安を感じる消費者の生活防衛意識の高まりにより低価格志向が強ま

った結果、外食産業間の低価格競争はもちろん、スーパー・コンビニ等の中食産業との競争も激化してお

ります。 

 このような状況の中、当社は、現在の厳しい経済環境、また急激な市況の変化を絶好のチャンスと捉

え、他企業の撤退店舗物件の確保、流出している優秀な人財の受け入れに積極的に取り組むとともに、市

場ニーズを的確に捉え、お客様の要望に応える付加価値の高い低価格業態を攻めの姿勢で迅速に展開いた

しております。 

 当第１四半期におきましては、居酒屋業態での低価格ブランドの早期浸透を図るため、首都圏を中心と

した既存店舗を低価格均一居酒屋に積極的に業態転換してまいりました。この積極的な策により、転換し

た当業態は、７月に６店舗、８月に10店舗、９月に12店舗、累計28店舗となり、概ね計画通りの売上高を

達成しております。また、新規出店に関しましても、「全品270円居酒屋金の蔵Jr.」の出店を中心とし

て、６店舗となりました。一方、中長期視点からの収益力強化を目的として、１店舗を閉店し譲渡いたし

ました。 

 これにより、当第１四半期末日における総店舗数は、直営店134店舗、フランチャイズ店８店舗となり

ました。 

 これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は前年同四半期比で5.5%減少し59億28百万円、

営業利益は前年同四半期比で1.1%増加し４億30百万円、経常利益は前年同四半期比で16.0%減少し３億68

百万円、四半期純利益は前年同四半期比16.2％減少し１億92百万円となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報  －第１四半期の展開について－
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(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、174億44百万円と前期末比28百万円の増加となりました。流動資

産は前期末比14億41百万円減少し26億30百万円、固定資産は14億70百万円増加し148億13百万円、流動負

債は１億91百万円減少し26億93百万円、固定負債は１億42百万円増加し15億８百万円、純資産は77百万円

増加し132億42百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、16億69百万円となり

ました。各キャッシュフローの状況につきましては次の通りであります。 

（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３億５百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を３億56

百万円計上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、14億９百万円となりました。これは、主に差入保証金の回収による収

入20億55百万円が計上されたものの、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31億13百万

円、差入保証金の差入による支出３億58百万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） 

 財務活動の結果支出した資金は、２億３百万円となりました。これは、主に配当金の支払額１億15百万

円及びリース債務の返済による支出79百万円があったことによるものであります。 

  

平成22年６月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年８月14日に公表いた

しました業績予想に変更ありません。 

 [業績予想に関する留意事項] 

 本資料に含まれ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様々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。 

  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の判定方法 

  法定実効税率をベースとした年間予想税率により計算しております。 

該当事項はありません。 

  

  

2. 財政状態に関する定性的情報

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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,669 2,976

受取手形及び売掛金 218 244

原材料 51 49

前払費用 379 390

繰延税金資産 208 208

未収入金 5 112

その他 97 89

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 2,630 4,072

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,925 862

減価償却累計額 △385 △265

建物（純額） 2,539 597

構築物 0 0

減価償却累計額 △0 △0

構築物（純額） － －

工具、器具及び備品 403 276

減価償却累計額 △176 △147

工具、器具及び備品（純額） 227 129

土地 998 57

リース資産 1,980 1,672

減価償却累計額 △135 △78

リース資産（純額） 1,845 1,594

建設仮勘定 52 131

有形固定資産合計 5,663 2,510

無形固定資産 41 47

投資その他の資産   

投資有価証券 1,246 1,303

関係会社株式 303 303

差入保証金 6,369 7,993

長期預金 420 420

繰延税金資産 493 492

その他 282 280

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 9,108 10,786

固定資産合計 14,813 13,343

資産合計 17,444 17,415
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 531 508

1年内返済予定の長期借入金 33 33

リース債務 339 259

未払金 209 276

未払費用 733 737

未払法人税等 187 419

未払消費税等 95 87

前受収益 220 239

役員賞与引当金 18 72

設備関係未払金 198 164

その他 126 85

流動負債合計 2,693 2,884

固定負債   

長期借入金 13 22

長期未払金 1 2

リース債務 572 422

退職給付引当金 181 181

役員退職慰労引当金 468 462

長期預り保証金 184 184

その他 86 89

固定負債合計 1,508 1,365

負債合計 4,201 4,250

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 8,413 8,335

株主資本合計 13,242 13,165

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

評価・換算差額等合計 △0 0

純資産合計 13,242 13,165

負債純資産合計 17,444 17,415
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,272 5,928

売上原価 1,599 1,462

売上総利益 4,672 4,465

販売費及び一般管理費 4,246 4,035

営業利益 426 430

営業外収益   

受取利息 20 0

固定資産売却益 － 2

雑収入 5 1

営業外収益合計 25 5

営業外費用   

支払利息 0 10

投資有価証券評価損 － 56

貸倒引当金繰入額 － 0

雑損失 12 0

営業外費用合計 12 67

経常利益 438 368

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

店舗閉鎖損失 9 0

賃貸借契約解約損 － 11

特別損失合計 9 11

税引前四半期純利益 431 356

法人税等 201 163

四半期純利益 230 192
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９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 431 356

減価償却費 70 234

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 △54

受取利息及び受取配当金 △20 △0

投資有価証券評価損益（△は益） △1 56

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

支払利息 0 10

店舗閉鎖損失 9 0

売上債権の増減額（△は増加） 29 26

たな卸資産の増減額（△は増加） △0 △1

仕入債務の増減額（△は減少） △20 22

その他の流動資産の増減額（△は増加） △197 100

その他の流動負債の増減額（△は減少） 97 △61

その他の固定負債の増減額（△は減少） △11 －

小計 340 693

利息及び配当金の受取額 28 0

利息の支払額 △0 △10

法人税等の支払額 △447 △378

営業活動によるキャッシュ・フロー △79 305

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 △206 △3,113

有形固定資産の売却による収入 － 2

差入保証金の差入による支出 △449 △358

差入保証金の回収による収入 45 2,055

子会社株式の取得による支出 △220 －

その他 △7 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △838 △1,409

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 △33 △8

リース債務の返済による支出 － △79

配当金の支払額 △144 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △177 △203

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） △1,096 △1,307

現金及び現金同等物の期首残高 2,975 2,976

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,879 1,669
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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21年６月期 
第１四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第１四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 612 436 2,314

月の雫 585 431 2,154

黄金の蔵 243 184 955

その他 196 411 835

        合計 1,636 1,464 6,259

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成21年６月期 
第１四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第１四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 2,409 1,816 9,332

月の雫 2,272 1,784 8,662

黄金の蔵 980 770 3,966

その他 611 1,557 3,179

合計 6,272 5,928 25,141

(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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