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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年6月期第１四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年9月30日）

 (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 ％

23年 6月期第１四半期 6,152 3.8 465 8.2 452 22.7 101 △47.4
22年 6月期第１四半期 5,928 △5.5 430 1.1 368 △16.0 192 △16.2

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

23年 6月期第１四半期 705 15 ―

22年 6月期第１四半期 1,341 30 ― 

 (2) 財政状態

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

23年 6月期第１四半期 19,560 14,139 72.2 98,281 72

22年 6月期 19,442 14,153 72.8 98,378 71

(参考) 自己資本 23年６月期第１四半期 14,139百万円  22年６月期 14,153百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年 6月期 ― 800 00 ― 800 00 1,600 00

23年 6月期 ―

23年 6月期(予想) 800 00 ― 800 00 1,600 00

3. 平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 14,100 8.7 1,300 3.9 1,300 10.7 400 △33.7 2,780 29

通期 28,700 9.1 2,700 4.1 2,700 5.8 1,000 △18.0 6,950 72

tdnet
スタンプ



 

  

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４ 「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年 6月期 1Ｑ 143,870株 22年 6月期 143,870株

② 期末自己株式数 23年 6月期 1Ｑ ー 株 22年 6月期 ー 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年 6月期 1Ｑ 143,870株 22年 6月期 1Ｑ 143,870株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、緩や

かな回復傾向を示したものの、世界的な経済の減速や円高による企業マインドの冷え込みなどもあり、

改善の動きが弱まるなど依然として厳しい環境が続きました。 

 外食産業におきましては、所得や雇用の不安を背景とする消費者の節約志向の高まりにより市場規模

が縮小する中、外食業界内の低価格競争のみならず中食業界との業界の垣根を越えた競争が激化するな

ど、企業を取り巻く経営環境は縮小するパイを様々な競合他社と奪い合う、以前にも増して過酷なもの

となりました。 

 このような環境の中、当社は積極的な姿勢をもって以下のような諸施策を実施し、より一層の業容拡

大に努めてまいりました。 

出店状況につきましては、低価格居酒屋「金の蔵Jr.」を６店舗、うどん事業では「楽釜製麺所」を

６店舗出店いたしました。また、１店舗のＰＯＳ統合、３店舗の閉鎖を行い、当第１四半期末日におけ

る総店舗数は、直営163店舗、フランチャイズ店５店舗の合計168店舗となりました。さらに、一昨年12

月より出店してまいりました低価格業態「金の蔵Jr.」につきまして、郊外や地方都市にお住まいのお

客様より「私の町にも出店してほしい」との声が多く寄せられていること、また、フランチャイズオー

ナー様より「金の蔵Jr.」のフランチャイズ化の要望が多いことから、フランチャイズ展開することを

決定し、フランチャイジーの募集を開始いたしました。 

 業績確保につきましては、営業、販売促進策として、秋刀魚の一匹まるごとキャンぺーンを実施し、

お客様から「旬で美味しい」「美味しいのにリーズナブル」などと高い評価をいただき、業績向上に貢

献いたしました。また、来店客数の増加を図るため、キャッシュバックキャンペーン、プレミアムカー

ドの配布といった積極的な販売促進策を実施してまいりました。 

 管理面におきましては、電子ワークスケジュールを全店に導入し、店舗のオペレーションにおける勤

務体制の効率化を図ることにより、人件費の改善を実現いたしました。 

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3.8％増加し61億52百万

円、営業利益は前年同四半期比で8.2％増加し４億65百万円、経常利益は前年同四半期比で22.7％増加

し４億52百万円となりました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額２億35百万円の計上の

影響などにより、四半期純利益は前年同四半期比で47.4％減少し１億１百万円となりました。 

  

  

  

(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、195億60百万円と前期末比１億18百万円の増加となりました。流

動資産は前期末比５億19百万円減少し25億36百万円、固定資産は６億37百万円増加し170億24百万円、流

動負債は３億40百万円減少し33億56百万円、固定負債は４億73百万円増加し20億64百万円、純資産は13百

万円減少し141億39百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億63百万円とな

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。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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―

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（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64百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を２億14百万

円計上したこと、減価償却費を３億22百万円計上したことの他法人税等の支払額が６億18百万円あったこ

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、４億30百万円となりました。これは、主に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２億85百万円、差入保証金の差入による支出１億87百万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、２億43百万円となりました。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１億19百万円があったことによるものであります。 

  

  

  

平成23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22年８月13日に公表いた

しました業績予想に変更ありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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（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） 

  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。 

  

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は９百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は245百万円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は539百万円であります。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,463 2,073

受取手形及び売掛金 185 192

原材料 51 46

前払費用 434 418

繰延税金資産 234 234

未収入金 87 20

その他 78 69

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 2,536 3,056

固定資産

有形固定資産

建物 4,034 3,459

減価償却累計額 △928 △789

建物（純額） 3,105 2,669

工具、器具及び備品 943 789

減価償却累計額 △417 △326

工具、器具及び備品（純額） 525 463

土地 942 942

リース資産 2,410 2,369

減価償却累計額 △496 △405

リース資産（純額） 1,913 1,964

建設仮勘定 5 7

有形固定資産合計 6,492 6,047

無形固定資産 35 26

投資その他の資産

投資有価証券 1,294 1,301

関係会社株式 303 303

差入保証金 7,495 7,402

長期預金 220 220

繰延税金資産 621 525

その他 565 562

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 10,496 10,311

固定資産合計 17,024 16,386

資産合計 19,560 19,442
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(単位：百万円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 888 763

1年内返済予定の長期借入金 13 22

リース債務 493 478

未払金 271 299

未払費用 635 742

未払法人税等 230 698

未払消費税等 109 41

前受収益 207 210

役員賞与引当金 18 72

設備関係未払金 366 287

その他 121 81

流動負債合計 3,356 3,697

固定負債

リース債務 524 617

退職給付引当金 173 177

役員退職慰労引当金 492 486

長期預り保証金 239 234

資産除去債務 562 －

その他 71 75

固定負債合計 2,064 1,591

負債合計 5,421 5,288

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 9,312 9,325

株主資本合計 14,141 14,155

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △1

評価・換算差額等合計 △1 △1

純資産合計 14,139 14,153

負債純資産合計 19,560 19,442
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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21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 5,928 6,152

売上原価 1,462 1,538

売上総利益 4,465 4,613

販売費及び一般管理費 4,035 4,147

営業利益 430 465

営業外収益

受取利息 0 0

受取賃貸料 － 5

固定資産売却益 2 －

雑収入 1 3

営業外収益合計 5 9

営業外費用

支払利息 10 11

投資有価証券評価損 56 6

賃貸費用 － 2

貸倒引当金繰入額 0 0

雑損失 0 2

営業外費用合計 67 23

経常利益 368 452

特別損失

店舗閉鎖損失 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 235

賃貸借契約解約損 11 2

特別損失合計 11 237

税引前四半期純利益 356 214

法人税等 163 113

四半期純利益 192 101
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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21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22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 356 214

減価償却費 234 322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △3

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） 0 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △54 △54

受取利息及び受取配当金 △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 56 6

有形固定資産売却損益（△は益） △2 －

支払利息 10 11

店舗閉鎖損失 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 235

売上債権の増減額（△は増加） 26 6

たな卸資産の増減額（△は増加） △1 △5

仕入債務の増減額（△は減少） 22 125

その他の流動資産の増減額（△は増加） 100 △91

その他の流動負債の増減額（△は減少） △61 △86

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 6

その他 － 0

小計 693 694

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △10 △11

法人税等の支払額 △378 △618

営業活動によるキャッシュ・フロー 305 64

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 △3,113 △285

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 △358 △187

差入保証金の回収による収入 2,055 57

その他 4 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,409 △430

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 △8 △8

リース債務の返済による支出 △79 △119

配当金の支払額 △115 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △203 △243

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） △1,307 △609

現金及び現金同等物の期首残高 2,976 2,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,669 1,463
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該当事項はありません。 

  

  
（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17 

 号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会 

 計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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) セグメント情報

 当社においては、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(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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当社は、「３.四半期財務諸表 (５)セグメント情報」に記載のとおり、飲食事業の単一セグメント

であり、生産、受注及び販売の状況につきましては店舗の業態別に記載しております。 

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. 補足情報

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22年６月期 
第１四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第１四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 436 286 1,493

月の雫 431 358 1,670

黄金の蔵 184 713 2,634

その他 411 185 745

        合計 1,464 1,544 6,543

② 販売実績

業態別
前年同四半期 

(平成22年６月期 
第１四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第１四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 1,816 1,175 6,206

月の雫 1,784 1,403 6,809

黄金の蔵 770 2,664 10,043

その他 1,557 909 3,235

合計 5,928 6,152 26,294
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