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1.  平成26年1月期第1四半期の業績（平成25年2月1日～平成25年4月30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 ％

26年1月期第1四半期 776 6.8 7 ― 9 ― 4 ―
25年1月期第1四半期 727 131.1 △29 ― △26 ― △24 ―

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

26年1月期第1四半期 1.71 ―
25年1月期第1四半期 △9.30 ―

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

26年1月期第1四半期 4,054 2,907 71.7 1,117.75
25年1月期 3,848 2,818 73.2 1,083.42
（参考） 自己資本  26年1月期第1四半期  2,907百万円 25年1月期  2,818百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
現時点において平成２６年１月期の配当予想については、中間配当金は無配、期末配当金は未定であります。 

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

25年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年1月期 ―
26年1月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成26年 1月期の業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,610 5.8 55 302.9 63 187.0 62 163.0 23.84
通期 3,140 3.5 70 ― 86 704.5 84 774.2 32.30



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３頁「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年1月期1Q 2,628,000 株 25年1月期 2,628,000 株
② 期末自己株式数 26年1月期1Q 27,191 株 25年1月期 27,191 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期1Q 2,600,809 株 25年1月期1Q 2,600,856 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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当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)２頁「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来、新政権主導による金融政策や景気対策への期

待感から円高修正、株価回復が進み、景況感に明るい兆しが見え始めてきましたが、企業による生産高

の伸び、個人消費の回復、デフレ是正等の具体的な数値を確認する段階にはなく、未だ不透明な状況に

あります。 

飲食業界におきましても、未だ、具体的な個人消費の改善や低価格競争の是正には至らず、一方で、

円安等による原材料価格の高騰や光熱水費の上昇など懸念材料も多く認められることから、業界を取り

巻く環境は、依然として厳しいものと言わざるをえません。 

このような状況下において、当社は、本年度、中期経営計画２年目を迎え、期初来、新たなウエディ

ングプランの企画、広告宣伝の拡充、新たな商品・新メニューの開発など、営業面の強化に努めて参り

ました。また、接客力及び調理技術向上のため人材育成、効率的な人員配置や経費削減など、内部管理

体制の強化も着実に進めております。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は776百万円（前年同期比6.8％増）となりました。営業利

益は７百万円（前年同期は営業損失29百万円）、経常利益は９百万円（前年同期は経常損失26百万

円）、四半期純利益は４百万円（前年同期は四半期純損失24百万円）となりました。 

また、セグメント別の業績につきましては、下記のとおりであります。 

(飲食業) 

飲食業におきましては、当第１四半期累計期間のレストラン部門の売上高は421百万円(前年同期比

7.7％増)、宴会他部門の売上高は344百万円(前年同期比5.4％増)、飲食業全体の売上高は765百万円(前

年同期比6.6％増)、営業利益２百万円(前年同期は営業損失32百万円)となりました。 

(賃貸業) 

賃貸業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、当第１四半期累計期

間の売上高は11百万円(前年同期比18.0％増)、営業利益４百万円(前年同期比45.8％増)となりました。

  

(資産) 

当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ206百万円増加し4,054百万円となりま

した。流動資産は94百万円増加の1,288百万円、固定資産は113百万円増加の2,766百万円となりまし

た。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が97百万円増加したことによるものです。 

固定資産の増加の主な要因は、投資その他の資産の投資有価証券が138百万円増加したことによるも

のです。 

(負債) 

当第１四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ117百万円増加し、1,147百万円となりまし

た。流動負債は70百万円増加の356百万円、固定負債は47百万円増加の791百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、買掛金が17百万円増加と、７月支給分に対応する賞与引当金が35百万

円増加したことによるものです。 

固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債が45百万円増加したことによるものです。 

(純資産) 

当第１四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ89百万円増加し2,907百万円となりました。

この増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が93百万円増加したことによるものです。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、当第１四半期累計期間において概ね計画通り推

移しているため、平成25年３月15日に公表しました「平成25年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」

から変更はありません。 

なお、当第１四半期累計期間において平成26年１月期の配当予想については、平成25年３月15日に公

表しました「平成25年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から変更はありません。 

１．当四半期決算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

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別が困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年２月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,053,615 1,150,959

売掛金 73,435 79,331

たな卸資産 34,112 36,729

その他 35,414 23,200

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 1,194,575 1,288,218

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 849,198 829,854

土地 603,191 603,191

その他（純額） 105,187 99,873

有形固定資産合計 1,557,576 1,532,918

無形固定資産 2,996 2,778

投資その他の資産   

投資有価証券 916,616 1,054,171

長期預金 100,000 100,000

その他 76,000 75,940

投資その他の資産合計 1,092,616 1,230,111

固定資産合計 2,653,189 2,765,806

資産合計 3,847,763 4,054,024

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,522 68,149

未払金 82,245 95,610

未払費用 67,673 71,828

未払法人税等 5,071 4,745

賞与引当金 32,000 67,000

その他 47,823 48,884

流動負債合計 286,334 356,216

固定負債   

退職給付引当金 546,730 545,617

役員退職慰労引当金 84,665 89,400

繰延税金負債 90,546 135,153

その他 21,728 20,590

固定負債合計 743,669 790,760

負債合計 1,030,003 1,146,976
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,523,564 2,520,205

自己株式 △20,496 △20,496

株主資本合計 2,638,798 2,635,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 178,962 271,609

評価・換算差額等合計 178,962 271,609

純資産合計 2,817,760 2,907,049

負債純資産合計 3,847,763 4,054,024
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 726,919 776,200

売上原価 317,250 325,490

売上総利益 409,669 450,711

販売費及び一般管理費 438,651 444,096

営業利益又は営業損失（△） △28,982 6,614

営業外収益   

受取利息 541 33

雑収入 1,945 1,894

営業外収益合計 2,486 1,927

経常利益又は経常損失（△） △26,496 8,542

特別利益   

固定資産売却益 2,862 －

特別利益合計 2,862 －

特別損失   

減損損失 － 248

特別損失合計 － 248

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △23,634 8,294

法人税、住民税及び事業税 550 3,850

法人税等合計 550 3,850

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,184 4,444
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年４月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
 (注)セグメント利益又は損失の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成25年２月１日  至  平成25年４月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
 (注)セグメント利益の合計額は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 717,517 9,402 726,919 ― 726,919

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 717,517 9,402 726,919 ― 726,919

セグメント利益又は損失(△) △32,061 3,079 △28,982 ― △28,982

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 765,107 11,093 776,200 ― 776,200

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 765,107 11,093 776,200 ― 776,200

セグメント利益 2,125 4,489 6,614 ― 6,614

（５）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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