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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3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3四半期 19,746 2.7 1,973 11.8 1,888 1.4 986 11.1
21年6月期第3四半期 19,228 ― 1,764 ― 1,861 ― 888 ―

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3四半期 6,858.74 ―

21年6月期第3四半期 6,174.61 ―

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3四半期 18,820 13,920 74.0 96,759.54
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3四半期  13,920百万円 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
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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） 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 143,870株 21年6月期第3四半期 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」
をご参考下さい。 
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当第３四半期累計期間（平成21年７月１日から平成22年３月31日まで。以下「当第３四半期」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生産活動を中心として一部持ち直しの動きが見ら

れるものの、雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 外食産業においては、業界の垣根を越えた競争がますます厳しさを増し、お客様にとってより魅力ある

商品やサービスを提供できる会社のみが生き残ることができる優勝劣敗の激しい経営環境になっており、

この傾向はここ数年特に顕著になっております。 

 このような中、当社は、お客様に「“驚き”と“感動”を与える低価格業態」（「金の蔵Jr.」に代表

される全品均一居酒屋業態）を積極的に展開するとともに、当業態のさらなる進化、ビジネスモデルの確

立に努めてまいりました。具体的な例といたしましては、商品の品質を維持したままその仕込みに要する

時間と手間の低減ができる加工食材の開発に、取引先とともに取り組んでまいりました。結果、店舗にお

ける仕込み作業は大幅に改善・合理化をはかることができました。さらに、ローコストオペレーション体

制の構築に向けて、現行の調理工程を抜本的に見直し、徹底した作業の低減・簡素化に取り組んでまいり

ました。 

 当第３四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図るため、引き続

き既存店舗の業態転換を実施し、２月に２店舗、３月に２店舗、合計４店舗の業態を転換いたしました。

 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15店舗、新規

事業であるうどん事業では７店舗となり、当第３四半期で、合計22店舗となりました。 

 これにより、当第３四半期会計期間末日における総店舗数は、直営店147店舗、フランチャイズ店７店

舗となりました。 

 以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高は前年同四半期比で2.7％増加し197億46百万円、営業利益

は前年同四半期比で11.8％増加し19億73百万円、経常利益は前年同四半期比で1.4％増加し18億88百万

円、四半期純利益は前年同四半期比で11.1％増加し９億86百万円となりました。なお、利益率に関しまし

ては、売上高営業利益率10.0％を確保いたしました。 

  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、188億20百万円と前事業年度末比14億５百万円の増加となりまし

た。流動資産は前事業年度末に比べ12億42百万円減少し28億29百万円、固定資産は26億47百万円増加し

159億91百万円、流動負債は３億27百万円増加し32億12百万円、固定負債は３億22百万円増加し16億87百

万円、純資産は７億55百万円増加し139億20百万円となりました。 

・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

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３四半期決算短信（非連結）

3



(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、17億87百万円とな

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、21億34百万（前年同四半期比122.3％の増加）となりました。これ

は、主に税引前四半期純利益を18億24百万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、27億70百万円（前年同四半期比147.1％の増加）となりました。これ

は、主に差入保証金の回収による収入20億97百万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37億56百万円、差入保証金の差入による支出10億51百万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、５億53百万円（前年同四半期比66.0％の増加）となりました。これ

は、主に配当金の支払額２億32百万円及びリース債務の返済による支出２億95百万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。 

  

  (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) 

  税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四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

(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３四半期会計期間末
(平成22年３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 1,787 2,976

受取手形及び売掛金 262 244

原材料 51 49

前払費用 394 390

繰延税金資産 208 208

未収入金 4 112

その他 120 89

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 2,829 4,072

固定資産

有形固定資産

建物 3,290 862

減価償却累計額 △634 △265

建物（純額） 2,656 597

構築物 － 0

減価償却累計額 － △0

構築物（純額） － －

工具、器具及び備品 654 276

減価償却累計額 △260 △147

工具、器具及び備品（純額） 394 129

土地 942 57

リース資産 2,462 1,672

減価償却累計額 △310 △78

リース資産（純額） 2,152 1,594

建設仮勘定 11 131

有形固定資産合計 6,156 2,510

無形固定資産 44 47

投資その他の資産

投資有価証券 1,241 1,303

関係会社株式 303 303

差入保証金 6,947 7,993

長期預金 220 420

繰延税金資産 493 492

その他 591 280

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 9,789 10,786

固定資産合計 15,991 13,343

資産合計 18,820 17,415
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成22年３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 662 508

1年内返済予定の長期借入金 30 33

リース債務 474 259

未払金 244 276

未払費用 757 737

未払法人税等 404 419

未払消費税等 47 87

前受収益 234 239

役員賞与引当金 54 72

設備関係未払金 205 164

その他 95 85

流動負債合計 3,212 2,884

固定負債

長期借入金 － 22

長期未払金 － 2

リース債務 702 422

退職給付引当金 182 181

役員退職慰労引当金 480 462

長期預り保証金 243 184

その他 78 89

固定負債合計 1,687 1,365

負債合計 4,900 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 9,092 8,335

株主資本合計 13,921 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 13,920 13,165

負債純資産合計 18,820 17,415
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 19,228 19,746

売上原価 4,815 4,925

売上総利益 14,413 14,820

販売費及び一般管理費 12,648 12,847

営業利益 1,764 1,973

営業外収益

受取利息 37 2

投資有価証券評価益 53 －

受取賃貸料 － 10

受取保険金 － 16

雑収入 18 8

営業外収益合計 110 38

営業外費用

支払利息 1 35

投資有価証券評価損 － 60

貸倒引当金繰入額 － 0

雑損失 11 27

営業外費用合計 12 123

経常利益 1,861 1,888

特別利益

貸倒引当金戻入額 5 －

受取補償金 214 －

特別利益合計 219 －

特別損失

固定資産除却損 95 10

店舗閉鎖損失 60 28

賃貸借契約解約損 － 11

リース解約損 34 －

減損損失 178 －

その他 56 13

特別損失合計 424 63

税引前四半期純利益 1,656 1,824

法人税等 768 838

四半期純利益 888 986
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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３四半期累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３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 1,656 1,824

減価償却費 227 845

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 18

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） △24 △18

受取利息及び受取配当金 △37 △2

投資有価証券評価損益（△は益） △53 60

固定資産除却損 95 10

支払利息 1 35

減損損失 178 －

店舗閉鎖損失 60 28

リース解約損 34 －

売上債権の増減額（△は増加） △15 △18

たな卸資産の増減額（△は増加） △1 △1

仕入債務の増減額（△は減少） 19 153

その他の流動資産の増減額（△は増加） △96 72

その他の流動負債の増減額（△は減少） △72 △52

その他の固定負債の増減額（△は減少） △26 59

その他 56 3

小計 2,045 3,021

利息及び配当金の受取額 65 2

利息の支払額 △1 △35

法人税等の支払額 △1,148 △854

営業活動によるキャッシュ・フロー 960 2,134

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 △220 －

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 △607 △3,756

有形固定資産の売却による収入 868 12

差入保証金の差入による支出 △2,171 △1,051

差入保証金の回収による収入 1,389 2,097

子会社株式の取得による支出 △293 －

その他 △85 △273

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,121 △2,770

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 △74 △24

リース債務の返済による支出 － △295

配当金の支払額 △258 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー △333 △553

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） △494 △1,189

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 2,481 1,787
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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３四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第３四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 1,774 1,169 2,314

月の雫 1,670 1,283 2,154

黄金の蔵 733 1,886 955

その他 638 587 835

        合計 4,817 4,927 6,259

② 販売実績

業態別
前年同四半期

(平成21年６月期 
第３四半期)

当四半期
(平成22年６月期 
第３四半期)

（参考）
前事業年度 

（平成21年６月期）

東方見聞録 7,193 4,869 9,332

月の雫 6,683 5,231 8,662

黄金の蔵 3,031 7,238 3,966

その他 2,319 2,406 3,179

合計 19,228 19,746 25,141
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