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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 12,977 △1.3 1,251 △0.4 1,174 △12.1 602 △8.6

21年6月期第2四半期 13,143 ― 1,256 ― 1,335 ― 659 ―

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 4,191.14 ―

21年6月期第2四半期 4,586.26 ―

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 19,146 13,651 71.3 94,888.19
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2四半期  13,651百万円 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 ― 800.00

22年6月期 
（予想）

― 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 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） 

(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。 

(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 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2四半期  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2四半期 143,870株 21年6月期第2四半期 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。なお、上記予想に関する事項は、４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」
をご参照下さい。 
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当第２四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで。以下「当第２四半期」といいま

す。）におけるわが国経済は、海外経済の回復によって輸出が増加するなど国内景気の持ち直しが期待さ

れるものの、雇用不安や海外景気の下振れ懸念、2006年以来となるデフレ宣言がなされるなど、景気の先

行きが不透明な状況が続いております。 

 このような状況下、外食産業においては、雇用環境や所得水準の悪化などから、お客様の外食を控える

傾向に歯止めがかからず、客数・客単価がともに減少する厳しい状況が依然として続いております。 

 当社は、この経営環境を“飛躍のチャンス”ととらえ、お客様に驚きと感動を与える付加価値の高い低

価格業態（「金の蔵Jr.」に代表される全品均一居酒屋業態）に資源を集中し、変化するお客さまのニー

ズに適合すべく積極的な店舗展開、また思い切った業態転換を行ってまいりました。 

 また、競争力強化に向け、枝豆や焼き鳥といった居酒屋の基本メニューの増量や出数の少ない商品を省

略するなど、お客さま視点からすべてを見直し、他店との差別化に取り組んでまいりました。 

 そして、次なる新たな事業の柱を構築するため、お客さまの日常の生活食であるセルフ式「うどん」の

業態開発及び展開に着手し、現在、開発部門の強化や店舗オペレーションの改善を実施するなど店舗拡大

に向けた体制と仕組み、そして運営ノウハウ確立に注力をしております。 

 また、一方では、営業部門において、店舗スタッフのワークスケジュールを電子化することによるさら

なる店舗運営の効率化の実現、また、管理部門ではアルバイト採用におけるコールセンター機能の内製化

や新規出店にかかる建築コストの低減等徹底的なローコストオペレーション実現のための諸策を講じてま

いりました。 

 当第２四半期会計期間におきましては、居酒屋業態での低価格ブランドの早期浸透をはかるため、引き

続き既存店舗の低価格均一居酒屋への業態転換を積極的に推し進めてまいりました。この積極策により、

業態転換した店舗数は、10月に17店舗、11月に10店舗、12月に１店舗、合計28店舗となり、業態転換した

これら店舗は、概ね計画通りの売上高を達成し、順調に推移をしております。 

 また、新規出店は、居酒屋事業では「全品270円居酒屋 金の蔵Jr.」の出店を中心として11店舗、新た

に開発したうどん事業では４店舗を出店したことにより、当第２四半期は計15店舗となりました。 

 これにより、当第２四半期会計期間末日における総店舗数は、直営店143店舗、フランチャイズ店８店

舗となりました。 

 結果、当第２四半期の業績は、売上高は前年同四半期比で1.3％減少し129億77百万円、営業利益は前年

同四半期比で0.4％減少し12億51百万円、経常利益は前年同四半期比で12.1％減少し11億74百万円、四半

期純利益は前年同四半期比8.6％減少し６億２百万円となりましたが、営業利益率は、攻守両面から思い

切った諸策を講じたことにより、9.6％を確保することができました。 

  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、191億46百万円と前事業年度末比17億31百万円の増加となりまし

た。流動資産は前事業年度末比５億80百万円減少し34億92百万円、固定資産は23億11百万円増加し156億

54百万円、流動負債は８億36百万円増加し37億20百万円、固定負債は４億９百万円増加し17億74百万円、

純資産は４億86百万円増加し136億51百万円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、23億17百万円となり

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、17億53百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を11億

15百万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、20億98百万円となりました。これは、主に差入保証金の回収による収

入20億94百万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33億71百万

円、差入保証金の差入による支出７億61百万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、３億14百万円となりました。これは、主に配当金の支払額１億16百万

円及びリース債務の返済による支出１億81百万円があったことによるものであります。 

  

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。 

  

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期累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に当該見積実効税率を乗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。 

  

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 

 （簡便な会計処理） 

  該当事項はありません。 

 （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 2,317 2,976

受取手形及び売掛金 299 244

原材料 54 49

前払費用 388 390

繰延税金資産 208 208

未収入金 103 112

その他 119 89

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,492 4,072

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,097 862

減価償却累計額 △493 △265

建物（純額） 2,604 597

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 541 276

減価償却累計額 △215 △147

工具、器具及び備品（純額） 326 129

土地 942 57

リース資産 2,405 1,672

減価償却累計額 △216 △78

リース資産（純額） 2,188 1,594

建設仮勘定 6 131

有形固定資産合計 6,069 2,510

無形固定資産 49 47

投資その他の資産   

投資有価証券 1,245 1,303

関係会社株式 303 303

差入保証金 6,686 7,993

長期預金 220 420

繰延税金資産 493 492

その他 593 280

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 9,535 10,786

固定資産合計 15,654 13,343

資産合計 19,146 17,415
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 744 508

1年内返済予定の長期借入金 33 33

リース債務 450 259

未払金 286 276

未払費用 930 737

未払法人税等 559 419

未払消費税等 48 87

前受収益 261 239

役員賞与引当金 36 72

設備関係未払金 269 164

その他 100 85

流動負債合計 3,720 2,884

固定負債   

長期借入金 5 22

長期未払金 0 2

リース債務 784 422

退職給付引当金 181 181

役員退職慰労引当金 474 462

長期預り保証金 245 184

その他 82 89

固定負債合計 1,774 1,365

負債合計 5,494 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 8,823 8,335

株主資本合計 13,652 13,165

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 0

評価・換算差額等合計 △1 0

純資産合計 13,651 13,165

負債純資産合計 19,146 17,415
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円)

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 13,143 12,977

売上原価 3,300 3,205

売上総利益 9,842 9,772

販売費及び一般管理費 8,586 8,521

営業利益 1,256 1,251

営業外収益   

受取利息 22 2

固定資産売却益 － 2

投資有価証券評価益 53 －

受取賃貸料 － 4

雑収入 13 4

営業外収益合計 89 13

営業外費用   

支払利息 0 22

投資有価証券評価損 － 55

貸倒引当金繰入額 － 0

雑損失 10 11

営業外費用合計 10 90

経常利益 1,335 1,174

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

受取補償金 206 －

特別利益合計 212 －

特別損失   

固定資産除却損 50 10

店舗閉鎖損失 54 27

賃貸借契約解約損 － 11

リース解約損 34 －

減損損失 178 －

その他 － 8

特別損失合計 317 59

税引前四半期純利益 1,230 1,115

法人税等 570 512

四半期純利益 659 602
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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 1,230 1,115

減価償却費 158 523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △36

受取利息及び受取配当金 △22 △2

投資有価証券評価損益（△は益） △53 55

固定資産売却損益（△は益） － 2

固定資産除却損 50 10

支払利息 0 22

減損損失 178 －

店舗閉鎖損失 54 27

リース解約損 34 －

売上債権の増減額（△は増加） △75 △54

たな卸資産の増減額（△は増加） △13 △4

仕入債務の増減額（△は減少） 167 235

その他の流動資産の増減額（△は増加） △88 △19

その他の流動負債の増減額（△は減少） 199 197

その他の固定負債の増減額（△は減少） △23 61

その他 － 0

小計 1,783 2,149

利息及び配当金の受取額 38 2

利息の支払額 △0 △22

法人税等の支払額 △500 △375

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,319 1,753

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 － 200

有形固定資産の取得による支出 △442 △3,371

有形固定資産の売却による収入 863 12

差入保証金の差入による支出 △994 △761

差入保証金の回収による収入 144 2,094

子会社株式の取得による支出 △220 －

その他 △62 △273

投資活動によるキャッシュ・フロー △711 △2,098

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 △46 △16

リース債務の返済による支出 － △181

配当金の支払額 △142 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △189 △314

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） 418 △659

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 3,394 2,317

株式会社三光マーケティングフーズ（2762）　平成22年６月期　第２四半期決算短信（非連結）

8



該当事項はありません。 

  

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。 

  

  

  

(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

6. その他の情報

 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２四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第２四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 1,235 837 2,314

月の雫 1,200 867 2,154

黄金の蔵 502 1,142 955

その他 376 362 835

        合計 3,313 3,210 6,259

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成21年６月期 
第２四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第２四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 4,962 3,476 9,332

月の雫 4,666 3,557 8,662

黄金の蔵 2,056 4,406 3,966

その他 1,459 1,537 3,179

合計 13,143 12,977 25,141
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