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当第３四半期累計期間（平成22年７月１日から平成23年３月31日まで）におけるわが国経済は、アジア

など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、また、平成23年３月

11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震により、多くの人々や企業が人的・物的に多大なる被害を

受け、国民生活および経済活動が不安定な状態となりました。当社においても震災直後の計画停電により

営業店舗の制限を余儀なくされましたが、一部の食材について供給先を確保するなど、安定した店舗営業

が行えるよう迅速に対応いたしました。 

外食産業におきましても、個人消費は依然として低迷状態が続き、居酒屋業態についても低価格競争によ

る顧客獲得指向が一層強まるなど、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中、当社は、低価格均一居酒屋での「増量フェア」、お客様のご要望にお応えするため

一部の店舗で導入を開始した「プレミアムメニュー」、そして既存ブランド居酒屋での「チケットバック

キャンペーン」などの営業施策により、既存店の集客力と収益性の向上を優先的に図ることで事業基盤を

強化してまいりました。また、新しい展開といたしまして、幅広いお客様層にご利用いただける食事性業

態の新ブランド「東京スパゲッチ」の1号店を高田馬場にオープンし、顧客獲得に尽力いたしました。し

かしながら震災後の計画停電や早期帰宅による影響もあり、前年に比べ売上は減少いたしました。 

管理面におきましては、変動費に対する見直しから物流コストの低減化に着手し、店舗運営においてはマ

ニュアルによる教育の徹底、および新しいワークスケジュールの稼動により店舗スタッフの勤務体制を効

率化することで、経費の低減に努めました。また、店舗毎のＱ（クオリティー）Ｓ（サービス）Ｃ（クレ

ンリネス）を全店舗で見直すと同時に、エリアの細分化とそれに伴う統括者を新たに設置することで、各

店舗の品質レベルを均一化することに注力いたしました。 

当第３四半期会計期間の出店状況におきましては、低価格居酒屋「金の蔵Jr.」を２店舗、新ブランドの

「東京スパゲッチ」を１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３四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３店舗の合計174店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高181億34百万円（前年同四半期比8.2％減）、営業利

益15億86百万円（前年同四半期比19.6％減）、経常利益14億60百万円（前年同四半期比22.7％減）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および店舗再編・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２億83百万円計上したこと等により、四半期純利

益は４億35百万円（前年同四半期比55.8%減）となりました。 

  

  

(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、190億47百万円と前事業年度末比３億95百万円の減少となりまし

た。流動資産は前事業年度末比６億74百万円減少し23億81百万円、固定資産は２億79百万円増加し166億

65百万円、流動負債は９億10百万円減少し27億87百万円、固定負債は３億８百万円増加し19億円、純資産

は２億５百万円増加し143億59百万円となりました。 

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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(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、12億６百万円となり

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、11億36百万円となりました。これは、主に法人税等の支払額11億73百

万円があったものの、税引前四半期純利益を８億38百万円、減価償却費を10億47百万円、仕入債務の増加

１億５百万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、13億81百万円となりました。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９億40百万円、差入保証金の差入による支出５億56百万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、６億21百万円となりました。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３億66百万円があったことによるものであります。 

  

平成23年３月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」による今後の当社業績への影響は、不

透明な部分も多く、予想が非常に困難な状況ではありますが、通期の業績予想につきましては、平成23年

２月10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。 

  

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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は31百万円減少し、税引前四半期純利益

は２億67百万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５億

39百万円であります。 

  

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３四半期会計期間末
(平成23年３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 1,206 2,073

受取手形及び売掛金 127 192

原材料 39 46

前払費用 443 418

繰延税金資産 234 234

その他 329 90

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 2,381 3,056

固定資産

有形固定資産

建物 4,171 3,459

減価償却累計額 △1,223 △789

建物（純額） 2,947 2,669

工具、器具及び備品 995 789

減価償却累計額 △514 △326

工具、器具及び備品（純額） 481 463

土地 942 942

リース資産 2,354 2,369

減価償却累計額 △646 △405

リース資産（純額） 1,707 1,964

建設仮勘定 28 7

有形固定資産合計 6,107 6,047

無形固定資産 102 26

投資その他の資産

投資有価証券 1,183 1,301

関係会社株式 346 303

差入保証金 7,520 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） 296 297

その他 271 265

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 10,456 10,311

固定資産合計 16,665 16,386

資産合計 19,047 19,442
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年３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 868 763

1年内返済予定の長期借入金 － 22

リース債務 448 478

未払金 340 299

未払費用 513 742

未払法人税等 － 698

未払消費税等 47 41

前受収益 166 210

役員賞与引当金 54 72

設備関係未払金 98 287

その他 248 81

流動負債合計 2,787 3,697

固定負債

リース債務 366 617

退職給付引当金 167 177

役員退職慰労引当金 501 486

長期預り保証金 274 234

資産除去債務 591 －

その他 － 75

固定負債合計 1,900 1,591

負債合計 4,687 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 9,531 9,325

株主資本合計 14,360 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 14,359 14,153

負債純資産合計 19,047 19,442
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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21年７月１日
 至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成23年３月31日)

売上高 19,746 18,134

売上原価 4,925 4,326

売上総利益 14,820 13,808

販売費及び一般管理費 12,847 12,221

営業利益 1,973 1,586

営業外収益

受取利息 2 1

受取賃貸料 10 17

受取保険金 16 1

雑収入 8 11

営業外収益合計 38 31

営業外費用

支払利息 35 31

投資有価証券評価損 60 118

貸倒引当金繰入額 0 0

雑損失 27 8

営業外費用合計 123 158

経常利益 1,888 1,460

特別損失

固定資産除却損 10 55

店舗閉鎖損失 28 27

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 － 283

その他 13 18

特別損失合計 63 621

税引前四半期純利益 1,824 838

法人税等 838 402

四半期純利益 986 435
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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21年７月１日
 至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成23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 1,824 838

減価償却費 845 1,047

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 14

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） △18 △18

受取利息及び受取配当金 △2 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 60 118

固定資産売却損益（△は益） － 12

固定資産除却損 10 55

支払利息 35 31

減損損失 － 283

店舗閉鎖損失 28 27

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） △18 65

たな卸資産の増減額（△は増加） △1 6

仕入債務の増減額（△は減少） 153 105

その他の流動資産の増減額（△は増加） 72 △229

その他の流動負債の増減額（△は減少） △52 △286

その他の固定負債の増減額（△は減少） 59 41

その他 3 0

小計 3,021 2,339

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △35 △31

法人税等の支払額 △854 △1,173

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,134 1,136

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 △3,756 △940

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 △1,051 △556

差入保証金の回収による収入 2,097 286

子会社株式の取得による支出 － △43

その他 △273 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,770 △1,381

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 △24 △22

リース債務の返済による支出 △295 △366

配当金の支払額 △232 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー △553 △621

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） △1,189 △866

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 1,787 1,206
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該当事項はありません。 

  

  
（追加情報） 

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。 

当第３四半期累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３四半期累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. 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３四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第３四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 1,169 763 1,493

月の雫 1,283 925 1,670

黄金の蔵 1,886 2,124 2,634

その他 587 506 745

        合計 4,927 4,320 6,543

 (2) 販売実績

業態別
前年同四半期 

(平成22年６月期 
第３四半期)

当四半期 
(平成23年６月期 

第３四半期)

（参考） 
前事業年度 

（平成22年６月期）

東方見聞録 4,869 3,248 6,206

月の雫 5,231 3,778 6,809

黄金の蔵 7,238 8,159 10,043

その他 2,406 2,949 3,235

合計 19,746 18,134 26,294
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