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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 1,399 △11.0 42 △51.0 44 △51.2 22 △62.1

21年6月期第1四半期 1,572 ― 87 ― 91 ― 59 ―

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 5.26 ―

21年6月期第1四半期 13.86 ―

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 4,290 3,814 88.9 884.56
21年6月期 4,342 3,861 88.9 895.45

（参考） 自己資本  22年6月期第1四半期  3,814百万円 21年6月期  3,861百万円

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 ― ― ― 16.00 16.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

― ― 16.00 16.00

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

3,201 △2.6 269 6.3 283 6.3 151 4.9 35.01

通期 6,222 0.2 468 33.6 496 30.5 265 9.3 61.45



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．その他をご覧下さい。 

(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 4,351,308株 21年6月期 4,351,308株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期 38,927株 21年6月期 38,927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 4,312,381株 21年6月期第1四半期 4,314,412株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、当社が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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 



(1）経営成績の分析 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的に波及する金融不安による実体経済の悪化には底打ちの兆

しが見えつつありますが、企業業績の回復は依然として不透明な状況にあり、雇用情勢につきましても悪化傾向か

らは脱するに至らず、雇用不安の増大及び所得環境の改善が進まないなか個人消費も低迷を続けております。 

 外食業界におきましては、物価下落傾向及び個人消費の低迷を反映し、比較的安価な業態につきましては増収を

果たしておりますが、全般的には減収傾向にあり、引き続き厳しい経営環境を強いられております。 

 こうした状況の下、当社は、当第１四半期会計期間において「日本海庄や」１店舗を開店いたしました。 

 この結果、当第１四半期会計期間の店舗数は、大衆割烹「庄や」35店舗、「日本海庄や」33店舗、無国籍料理

「KUSHI949KYU」１店舗、カラオケスタジオ「うたうんだ村」６店舗、旬菜・炭焼「炉辺」２店舗、気楽な安らぎ

処「やるき茶屋」３店舗、コーヒー専門店「ドトールコーヒーショップ」１店舗の合計81店舗となっております。

 当第１四半期会計期間も既存店の活性化を図り、地域一番店を目指す方針に基づき、人材の発掘・登用を積極的

に行い、また「わざわざご来店いただいたお客様」に感謝するためのきめ細かい施策を継続して実施してまいりま

した。 

 以上により、当第１四半期会計期間の業績は売上高1,399百万円（前年同四半期比11.0％減）、売上総利益987百

万円（前年同四半期比10.1％減）、販売費及び一般管理費については944百万円（前年同四半期比6.5％減）とな

り、営業利益は42百万円（前年同四半期比51.0％減）となりました。 

 経常利益につきましては44百万円（前年同四半期比51.2％減）となり、税引前四半期純利益は42百万円（前年同

四半期比68.5％減）、四半期純利益は22百万円（前年同四半期比62.1％減）となりました。 

 当第１四半期会計期間末における資産の状況は、現金預金を主とした流動資産の減少15百万円、減価償却費の計

上による有形固定資産の減少46百万円等により、総資産4,290百万円（対前事業年度末比1.2％減）となりました。

 負債は、未払法人税等の減少70百万円、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の増加43百万円等により、

475百万円（対前事業年度末比1.2％減）となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上により22百万円増加し、前期末配当金の計上により68百万円減少し、3,814百万

円（対前事業年度末比1.2％減）となりました。 

  

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ21百万

円減少し、1,269百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は49百万円（前年同四半期比72.5％減）となりまし

た。 

 収入の主な内訳は、税引前四半期純利益42百万円、減価償却費69百万円、賞与引当金の増加9百万円であり、支

出の主な内訳は、法人税等の支払額82百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は51百万円（前年同四半期比87.2％増）となりまし

た。 

 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出22百万円、定期預金の預入による支出16百万円、新規店舗へ

の保証金の差入による支出14百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は20百万円（前年同四半期比76.9％減）となりまし

た。 

 収入の主な内訳は、長期借入による収入50百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出6百

万円及び配当金の支払額61百万円であります。  

  

 平成22年６月期の業績予想については、平成21年８月14日に公表した業績予想に変更はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

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



  

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

減価償却の方法として定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して  

算定しております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利

用しております。 

  

４．その他

 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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,321,826 1,327,740

売掛金 29,860 31,736

商品 124 125

原材料 33,529 33,297

その他 101,017 108,475

貸倒引当金 △36 △38

流動資産合計 1,486,322 1,501,335

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,515,613 1,562,226

その他（純額） 333,574 333,793

有形固定資産合計 1,849,188 1,896,020

無形固定資産 15,257 15,420

投資その他の資産   

敷金及び保証金 792,315 781,650

その他 243,161 244,432

貸倒引当金 △96,049 △95,884

投資その他の資産合計 939,427 930,198

固定資産合計 2,803,872 2,841,639

資産合計 4,290,195 4,342,974

負債の部   

流動負債   

買掛金 118,689 122,497

1年内返済予定の長期借入金 28,051 18,061

未払法人税等 18,771 88,977

賞与引当金 12,071 3,017

その他 264,713 248,917

流動負債合計 442,296 481,471

固定負債   

長期借入金 33,344 －

固定負債合計 33,344 －

負債合計 475,640 481,471



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 275,100 275,100

資本剰余金 88,500 88,500

利益剰余金 3,484,148 3,530,477

自己株式 △35,018 △35,018

株主資本合計 3,812,730 3,859,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,824 2,444

評価・換算差額等合計 1,824 2,444

純資産合計 3,814,554 3,861,503

負債純資産合計 4,290,195 4,342,974



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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 1,572,190 1,399,969

売上原価 473,491 412,152

売上総利益 1,098,699 987,817

販売費及び一般管理費 1,011,038 944,901

営業利益 87,660 42,915

営業外収益   

受取利息 1,053 288

協賛金収入 2,082 642

受取保険金 － 738

その他 1,402 558

営業外収益合計 4,539 2,227

営業外費用   

支払利息 157 63

貸倒引当金繰入額 － 126

その他 217 186

営業外費用合計 375 376

経常利益 91,824 44,766

特別利益   

受取補償金 42,880 －

その他 849 －

特別利益合計 43,729 －

特別損失   

固定資産除却損 53 －

貸倒損失 － 2,075

特別損失合計 53 2,075

税引前四半期純利益 135,500 42,690

法人税、住民税及び事業税 58,297 15,365

法人税等調整額 17,426 4,655

法人税等合計 75,724 20,021

四半期純利益 59,776 22,669



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 135,500 42,690

減価償却費 77,932 69,166

貸倒引当金の増減額（△は減少） △328 162

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,587 9,053

受取利息及び受取配当金 △1,191 △401

支払利息 157 63

有形固定資産除却損 53 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,678 1,876

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,618 △230

仕入債務の増減額（△は減少） △1,368 △3,808

その他 △645 13,242

小計 229,996 131,814

利息及び配当金の受取額 1,191 401

利息の支払額 △149 △109

法人税等の支払額 △49,632 △82,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,405 49,870

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 △16,902 △16,203

定期預金の払戻による収入 33,600 －

有形固定資産の取得による支出 △46,323 △22,171

敷金及び保証金の差入による支出 △2,220 △14,020

敷金及び保証金の回収による収入 2,212 1,212

その他 2,323 64

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,309 △51,117

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △2,502

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △16,268 △6,666

自己株式の取得による支出 △487 －

配当金の支払額 △71,085 △61,101

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,840 △20,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 66,255 △21,516

現金及び現金同等物の期首残高 927,452 1,291,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 993,707 1,269,893



 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
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