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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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2四半期 1,395 △9.4 106 116.1 108 244.6 △30 ―
21年6月期第2四半期 1,540 ― 49 ― 31 ― △45 ―

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2四半期 △5.31 ―
21年6月期第2四半期 △8.08 ―

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2四半期 3,175 2,229 70.2 393.85
21年6月期 3,228 2,231 69.1 394.21

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  2,229百万円 21年6月期  2,231百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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 2,930 3.0 124 30.8 124 57.7 68 ― 12.07
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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2四半期 6,140,850株 21年6月期  6,140,850株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  480,663株 21年6月期  480,597株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第2四半期 5,660,206株 21年6月期第2四半期 5,660,253株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「定性的情報・財務諸表等」、３．業績予想に関
する定性的情報をご覧ください。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整の進展や政府の経済対策効果などにより景気は回復

傾向にあるものの、失業率は高水準のままで景気の先行きは相変わらず不透明な状況であることから消費マインドは

低下し、依然として低迷のまま推移しております。 

 焼肉業界におきましては、雇用不安や所得の減少等を背景に消費者の生活防衛意識が一層高まり、外食を控える傾

向が続いております。 

 このような状況の中、当社といたしましても、新規出店数が減少したことから店舗内装工事、厨房設備工事とも減

少したため、メンテナンス工事やダクト清掃工事の受注強化に取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期累

計期間の売上高は1,395百万円（前年同期比9.4％減）となりました。 

 収益面については、資材単価のコストダウンやダクト工事等の施工効率の改善によって原価の圧縮を図り、また、

販売費及び一般管理費の削減にも努めてまいりました。その結果、営業利益106百万円（前年同期比116.1％増）、経

常利益108百万円（前年同期比244.6％増）となりました。 

 しかし、保有する投資有価証券の時価が著しく下落したため、特別損失として投資有価証券評価損85百万円を計上

しました。それにより、当第２四半期累計期間の純損失は30百万円（前年同期は45百万円の損失）となりました。 

  

 当第２四半期会計期間末の総資産額は3,175百万円となり、前事業年度末と比較して52百万円減少しました。主な

要因は、現金及び預金の増加（77百万円）もありましたが、有価証券（98百万円）及び投資有価証券（48百万円）の

減少によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の負債総額は946百万円となり、前事業年度末と比較して50百万円減少しました。主な要

因は、未払法人税等の増加（47百万円）もありましたが、短期借入金（70百万円）及び長期借入金（18百万円）の減

少によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産額は2,229百万円となり、前事業年度末と比較して２百万円減少いたしました。

主な要因は、利益剰余金の減少（58百万円）によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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131百万円

増加し、619百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動における資金の増加は80百万円であります。これは、税引前四半期純利益が20百万円、たな卸資産の減少

額が32百万円あったことが主な要因であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 投資活動における資金の増加は、167百万円であります。これは、投資有価証券の償還による収入が109百万円あっ

たことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動における資金の減少は、116百万円であります。これは、配当金の支払額が28百万円、短期借入金の返済

が70百万円あったことが主な要因であります。 

  

 平成22年６月期の業績予想につきましては、平成21年８月12日に公表いたしました業績予想に変更ありません。 

  

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
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１．簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

②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は、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、か

つ、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度決算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する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等に著し

い変化があるか、又は、一時差異の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度末決算におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方

法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の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（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。ただし、これによると著しく合理性を欠く結果となる場合には、「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）第19号の規定により、「中間財務諸表等における税効果会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第11号）第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算

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。 

  

 該当事項はありません。  

  

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：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 771,874 693,930

受取手形及び売掛金 338,828 335,695

商品及び製品 500 3,361

仕掛品 11,077 36,013

原材料及び貯蔵品 118,543 122,873

その他 60,167 127,775

貸倒引当金 △320 △150

流動資産合計 1,300,672 1,319,500

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 107,376 111,987

土地 572,329 572,329

その他（純額） 100,598 78,690

有形固定資産合計 780,304 763,007

無形固定資産 5,355 4,295

投資その他の資産   

投資有価証券 767,146 815,568

その他 340,889 346,478

貸倒引当金 △18,421 △20,233

投資その他の資産合計 1,089,615 1,141,813

固定資産合計 1,875,275 1,909,115

資産合計 3,175,947 3,228,616

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,318 59,502

短期借入金 470,000 540,000

未払法人税等 52,913 5,496

引当金 12,300 18,365

その他 200,852 207,930

流動負債合計 780,385 831,295

固定負債   

長期借入金 4,000 22,000

退職給付引当金 110,011 104,177

役員退職慰労引当金 24,652 22,054

その他 27,617 17,741

固定負債合計 166,280 165,972

負債合計 946,665 997,267
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 1,247,960 1,306,329

自己株式 △188,075 △188,062

株主資本合計 2,295,080 2,353,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,797 △122,113

評価・換算差額等合計 △65,797 △122,113

純資産合計 2,229,282 2,231,348

負債純資産合計 3,175,947 3,228,616
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,540,843 1,395,597

売上原価 998,945 873,193

売上総利益 541,898 522,403

販売費及び一般管理費 492,436 415,500

営業利益 49,461 106,903

営業外収益   

受取利息 892 571

受取配当金 3,707 2,981

受取賃貸料 5,076 4,268

その他 1,076 522

営業外収益合計 10,752 8,343

営業外費用   

支払利息 4,743 2,957

投資事業組合運用損 21,587 1,437

不動産賃貸費用 － 2,180

その他 2,351 －

営業外費用合計 28,681 6,574

経常利益 31,532 108,672

特別利益   

貸倒引当金戻入額 717 1,642

特別利益合計 717 1,642

特別損失   

固定資産除却損 1,728 －

投資有価証券償還損 － 4,381

投資有価証券評価損 87,640 85,150

特別損失合計 89,368 89,531

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △57,118 20,782

法人税等 △11,406 50,850

四半期純損失（△） △45,712 △30,067
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△57,118 20,782

減価償却費 13,024 12,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △717 △1,642

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,050 300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,000 △6,365

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,572 5,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △272,690 2,598

受取利息及び受取配当金 △4,599 △3,552

投資事業組合運用損益（△は益） 21,587 1,437

支払利息 4,743 2,957

投資有価証券評価損益（△は益） 87,640 85,150

投資有価証券償還損益（△は益） － 4,381

固定資産除売却損益（△は益） 1,728 －

売上債権の増減額（△は増加） 118,573 △8,417

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,198 32,125

仕入債務の増減額（△は減少） △13,440 △15,184

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,015 △267

その他 △176,351 △49,566

小計 △272,030 82,648

利息及び配当金の受取額 4,599 3,552

利息の支払額 △4,743 △2,957

法人税等の支払額 △53,713 △3,021

営業活動によるキャッシュ・フロー △325,887 80,222

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 △117,272 △127,377

定期預金の払戻による収入 159,599 181,333

有形固定資産の取得による支出 △36,382 △1,573

無形固定資産の取得による支出 － △1,116

投資有価証券の売却による収入 7,423 －

投資有価証券の償還による収入 － 109,830

出資金の分配による収入 － 2,400

貸付けによる支出 △3,850 －

貸付金の回収による収入 1,250 540

その他 2,000 3,674

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,767 167,711

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,520,000 1,230,000

短期借入金の返済による支出 △1,570,000 △1,300,000

長期借入金の返済による支出 △18,000 △18,000

自己株式の取得による支出 － △12

配当金の支払額 △56,167 △28,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,167 △116,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △437,286 131,900

現金及び現金同等物の期首残高 758,518 487,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 321,231 619,063
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 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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６．品目別売上高

品 目 
平成21年６月期 第２四半期 平成22年６月期 第２四半期 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 製品   510,303   33.1  428,496   30.7

 部材品   288,046   18.7   280,451   20.1

 据付工事   351,350   22.8   376,592   27.0

 その他内装工事   315,120   20.5   224,382   16.1

 商品   76,023   4.9   85,674   6.1

合 計   1,540,843   100.0   1,395,597   100.0
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