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当第２四半期累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）におけるわが国の経済は、新興

国を中心とした海外経済の改善や政府による景気対策の効果などにより一部に回復の傾向は見られたもの

の、依然として厳しい雇用情勢や所得水準に加えて、円高やデフレの影響などにより先行きは不透明な状

況が続いております。 

 外食産業においては、お客様の節約志向が続く中、競合他社との低価格競争もより激化しており、客

数・客単価ともに前年を維持確保していくことが難しくなってきております。 

 このような厳しい環境下ではありますが、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。 

 営業面におきましては、低価格居酒屋での「増量フェア」、東方見聞録など既存ブランド居酒屋でのチ

ケットバックキャンペーン、そして宴会需要の喚起策として「女子会コース」新規導入等、販売促進に積

極的に取り組んでまいりました。 

 また、低価格居酒屋の主要ブランドである「金の蔵Jr.」の出店を望まれる声が、郊外や地方にお住ま

いのお客様から多数寄せられるとともに、同業の方はもちろん他業態のフランチャイズオーナー様からも

「金の蔵Jr.」の展開を希望される声がいっそう多くなっていることから、当第２四半期ではフランチャ

イズ展開に注力した結果、多くの方々から募集に関する反応をいただくことができました。 

 管理面におきましては、食材の発注を適量にコントロールするシステムを開発・導入して、廃棄等のロ

スの抑制に努めました。また、新しいワークスケジュールシステムの本格運用により、店舗スタッフの勤

務体制において効率化を図り、経費の低減を実現することができました。 

 以上のような施策を実施する中、当第２四半期会計期間の出店状況におきましては、「金の蔵Jr.」を

中心とした低価格居酒屋を８店舗、うどん業態「楽釜製麺所」を３店舗出店いたしました。一方で、３店

舗を閉鎖する等、業態・店舗の再編に取り組んでまいりました。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171店舗、フランチャイズ店４店舗の合計175店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高126億90百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業

利益12億69百万円（前年同四半期比1.4％増）、経常利益11億80百万円（前年同四半期比0.5％増）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及び店舗再編・整備を目的

として閉店の意思決定を行った店舗について特別損失２億４百万円計上したこと等により、四半期純利益

は３億43百万円（前年同四半期比43.0%減）となりました。 

  

  

(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、201億79百万円と前事業年度末比７億36百万円の増加となりまし

た。流動資産は前事業年度末比１億26百万円増加し31億82百万円、固定資産は６億10百万円増加し169億

96百万円、流動負債は１億75百万円増加し38億73百万円、固定負債は３億31百万円増加し19億23百万円、

純資産は２億29百万円増加し143億82百万円となりました。 

(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、21億７百万円となり

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

(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、14億88百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益を６億

66百万円計上、減価償却費を６億81百万円計上、仕入債務の増加２億76百万円が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、10億79百万円となりました。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６億49百万円、差入保証金の差入による支出４億48百万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、３億74百万円となりました。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２億41百万円があったことによるものであります。 

  

当第２四半期累計期間の業績の状況を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成22年８月13日付の

「平成22年６月期 決算短信」により公表いたしました「平成23年６月期の業績予想」を修正しておりま

す。 

 詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(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。 

  

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第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は22百万円減少し、税引前四半期純利益

は258百万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２四半期会計期間末
(平成22年12月31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 2,107 2,073

受取手形及び売掛金 214 192

原材料 46 46

前払費用 440 418

繰延税金資産 234 234

その他 139 90

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,182 3,056

固定資産

有形固定資産

建物 4,132 3,459

減価償却累計額 △1,070 △789

建物（純額） 3,061 2,669

工具、器具及び備品 969 789

減価償却累計額 △444 △326

工具、器具及び備品（純額） 524 463

土地 942 942

リース資産 2,355 2,369

減価償却累計額 △566 △405

リース資産（純額） 1,788 1,964

建設仮勘定 12 7

有形固定資産合計 6,330 6,047

無形固定資産 90 26

投資その他の資産

投資有価証券 1,220 1,301

関係会社株式 346 303

差入保証金 7,601 7,402

長期預金 220 220

繰延税金資産 621 525

投資不動産 331 331

減価償却累計額 △34 △33

投資不動産（純額） 297 297

その他 273 265

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 10,576 10,311

固定資産合計 16,996 16,386

資産合計 20,179 19,442
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年12月31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 1,040 763

1年内返済予定の長期借入金 5 22

リース債務 502 478

未払金 312 299

未払費用 713 742

未払法人税等 459 698

未払消費税等 73 41

前受収益 233 210

役員賞与引当金 36 72

設備関係未払金 278 287

その他 218 81

流動負債合計 3,873 3,697

固定負債

リース債務 416 617

退職給付引当金 172 177

役員退職慰労引当金 494 486

長期預り保証金 251 234

資産除去債務 587 －

その他 － 75

固定負債合計 1,923 1,591

負債合計 5,796 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 9,554 9,325

株主資本合計 14,383 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 14,382 14,153

負債純資産合計 20,179 19,442
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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21年７月１日
 至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成22年12月31日)

売上高 12,977 12,690

売上原価 3,205 3,094

売上総利益 9,772 9,595

販売費及び一般管理費 8,521 8,326

営業利益 1,251 1,269

営業外収益

受取利息 2 0

固定資産売却益 2 －

受取賃貸料 4 11

雑収入 4 7

営業外収益合計 13 20

営業外費用

支払利息 22 21

投資有価証券評価損 55 81

貸倒引当金繰入額 0 0

雑損失 11 5

営業外費用合計 90 109

経常利益 1,174 1,180

特別損失

固定資産除却損 10 52

店舗閉鎖損失 27 3

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

減損損失 － 204

その他 8 15

特別損失合計 59 514

税引前四半期純利益 1,115 666

法人税等 512 322

四半期純利益 602 343
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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21年７月１日
 至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成22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 1,115 666

減価償却費 523 681

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 8

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） △36 △36

受取利息及び受取配当金 △2 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 55 81

固定資産売却損益（△は益） 2 12

固定資産除却損 10 52

支払利息 22 21

減損損失 － 204

店舗閉鎖損失 27 3

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） △54 △21

たな卸資産の増減額（△は増加） △4 0

仕入債務の増減額（△は減少） 235 276

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19 △71

その他の流動負債の増減額（△は減少） 197 △3

その他の固定負債の増減額（△は減少） 61 17

その他 0 1

小計 2,149 2,128

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △22 △21

法人税等の支払額 △375 △618

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,753 1,488

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 △3,371 △649

有形固定資産の売却による収入 12 2

差入保証金の差入による支出 △761 △448

差入保証金の回収による収入 2,094 146

子会社株式の取得による支出 － △43

その他 △273 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,098 △1,079

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 △16 △16

リース債務の返済による支出 △181 △241

配当金の支払額 △116 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △314 △374

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） △659 34

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 2,317 2,107
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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。 

  

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。 

当第２四半期会計期間における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。 
  

当第２四半期会計期間における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) 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

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２四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第２四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 837 575 1,493

月の雫 867 691 1,670

黄金の蔵 1,142 1,519 2,634

その他 362 307 745

        合計 3,210 3,094 6,543

 (2) 販売実績

業態別
前年同四半期 

(平成22年６月期 
第２四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第２四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 3,476 2,342 6,206

月の雫 3,557 2,711 6,809

黄金の蔵 4,406 5,662 10,043

その他 1,537 1,973 3,235

合計 12,977 12,690 26,294
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