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１．平成 25 年９月中間期の業績（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年３月 31 日） 

 

(1)経営成績                                  （％表示は対前年同期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25 年９月期中間期 402 ― 56 ― 57 ― 41 ― 

24 年９月期中間期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 1 株当たり中間純利益 

潜在株式調整後 

1 株当たり中間純利益 

  

 円 銭 円 銭   

25 年９月期中間期 71.06 ―   

24 年９月期中間期 ― ―   

 

 (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 

25 年９月期中間期 669 348 52.1 590.69 

24 年９月期 451 306 67.8 519.44 

（参考）自己資本 25 年９月期中間期 348 百万円  24 年９月期 306 百万円 

 

２．配当の状況 

 

 

年間配当金 

中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 

24 年９月期 0.00 0.00 0.00 

25 年９月期 0.00   

25 年９月期(予想)  10.00 10.00 

 

３．平成 25 年９月期の業績予想（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年９月 30 日） 

 

 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 911 ― 141 ― 141 ― 82 ― 140.26 
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４．その他 

(1) 中間財務諸表に特有の会計処理及び簡便な会計処理の適用：無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示：無 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式含む） 25 年９月期中間期 590,000 株 24 年９月期 5,900 株 

② 期末自己株式数 25 年９月期中間期 ―株 24 年９月期 ―株 

③ 期中平均株式数（中間期） 25 年９月期中間期 590,000 株 24 年９月期中間期 ―株 

（注）当社は、平成 25 年２月 22 日付けをもって株式１株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。

□□□□このため当中間会計期間にかかる株式数につきましては、前事業年度の期首に株式分割が行われたもの

■■■■と仮定して算定しております。 

 

※中間監査手続の実施状況に関する表示 

この中間決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点にお

いて、金融商品取引法に基づく中間財務諸表の中間監査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あたっての注意事項等については、決算短信（添付資料）

３ページの「１．当中間決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当中間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 

当中間会計期間におけるわが国経済は、新政権下での金融緩和をはじめとする経済成長戦略への期待感から、

円安・株高が進行する等、景気回復への明るい兆しが見られたものの、依然として景気動向は予断を許さない状

況が続いております 

外食業界におきましても、一部においては消費者マインドの改善傾向から客単価の上昇も見られるものの、全

般的には依然として防衛意識や節約志向が強く、業界環境は厳しい状況が続いております。 

このような経営環境下で当社では、沖縄県内においては、主要顧客である県外からの観光数が堅調に推移する

一方、店舗運営においても素材へのこだわり、社員教育の徹底等により会社理念でもある「お客さまに満足感を

ご提供する」ことに努めた結果、来店者数は増加傾向を維持し、またいわゆるデフレ経済の影響を受けることな

く客単価も維持することができ、堅調に推移いたしました。                       

県外店舗であります「碧」銀座三越店につきましても、沖縄県内店舗と同様に店舗運営を徹底し、また平成 23

年 9 月の開店より 2 年以上が経過し、その過程で固定客を獲得することができたこと等により、引き続き順調に

推移しました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は 402,207 千円、営業利益は 56,302 千円、経常利益は 57,767 千円、中

間純利益は 41,922 千円となりました。 

なお、当社はレストラン事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

また、当社は当中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、前年同期との比較分析は行っておりませ

ん。（以下「(2)財政状態に関する定性的情報 ②キャッシュ・フローの状況」においても同じ。） 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産は、前事業年度末と比べ 84,466 千円増加し、274,601 千円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加 65,283 千円、売掛金の増加 9,192 千円によるものであります。 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産は、前事業年度末と比べ 132,951 千円増加し、394,557 千円となりました。

これは主に、新店舗の出店に関連する建物の増加 52,412 千円、工具・器具・備品の増加 6,738 千円、建設仮勘

定の増加 57,764 千円、敷金の増加 8,188 千円等によるものであります。 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債は、前事業年度末と比べ 71,486 千円増加し、173,361 千円となりました。

これは主に、１年内返済予定の長期借入金の増加 49,992 千円、設備未払金の増加 19,308 千円によるものであ

ります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債は、前事業年度末と比べ 103,895 千円増加し、147,292 千円となりまし

た。これは主に、長期借入金の増加 92,851 千円及び資産除去債務の増加 16,875 千円によるものであります。 

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べ 42,036 千円増加し、348,505 千円となりました。

これは主に、中間純利益の計上による繰越利益剰余金の増加 41,922 千円によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前事業年度末と比較して

145,283 千円増加し、207,297 千円となりました。 

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は 18,286 千円となりました。これは主に、税引前中間純利益 57,667 千円を計

上したことのほか、法人税等の支払額 30,835 千円によるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 10,845 千円となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入

80,000 千円、有形固定資産取得による支出 91,132 千円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） 

財務活動の結果獲得した資金は 137,843 千円となりました。これは長期借入れによる収入 150,000 千円、社

債償還による支出 5,000 千円、長期借入金返済による支出 7,157 千円によるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年９月期の業績予想につきましては、平成 25 年５月 16 日に公表した「事業計画概要について」から

変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

中間財務諸表の作成に特有の会計処理及び簡便な会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．中間財務諸表等 

 

(1) 中間貸借対照表 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(平成 25 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 142,014 207,297 

  預け金 18,859 22,619 

  売掛金 10,569 19,762 

  商品及び製品 1,468 1,455 

  原材料及び貯蔵品 5,486 6,333 

  前払費用 5,889 10,077 

  繰延税金資産 4,609 4,917 

  その他 1,236 2,137 

  流動資産合計 190,135 274,601 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物(純額) 165,640 218,053 

   車両運搬具(純額) 352 941 

   工具、器具及び備品(純額) 5,621 12,359 

   建設仮勘定 31,103 88,867 

   有形固定資産合計 202,717 320,222 

  無形固定資産   

   ソフトウェア 658 537 

   電話加入権 28 28 

   無形固定資産合計 686 565 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 10,917 11,095 

   出資金 10 10 

   長期貸付金 5,013 4,727 

   長期前払費用 3,262 4,602 

   敷金・保証金 38,996 47,185 

   繰延税金資産 ― 6,147 

   投資その他の資産合計 58,200 73,768 

  固定資産合計 261,605 394,557 

 資産合計 451,740 669,159 
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(単位：千円) 

 

前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(平成 25 年３月 31 日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 13,116 17,713 

  一年内返済予定の長期借入金 8,760 58,752 

  一年内償還予定社債 10,000 10,000 

  未払金 6,764 8,808 

  未払費用 17,318 20,907 

  未払法人税等 30,811 23,794 

  未払消費税等 5,858 3,565 

  賞与引当金 4,817 6,185 

  設備未払金 ― 19,308 

  その他 4,429 4,325 

  流動負債合計 101,875 173,361 

 固定負債   

  社債 10,000 5,000 

  長期借入金 10,070 102,921 

  繰延税金負債 1,553 ― 

  退職給付引当金 5,572 6,294 

  資産除去債務 16,201 33,076 

  固定負債合計 43,396 147,292 

 負債合計 145,271 320,654 
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(単位：千円) 

 

前事業年度 

(平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(平成 25 年３月 31 日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 55,000 55,000 

  資本剰余金   

   資本準備金 25,000 25,000 

   資本剰余金合計 25,000 25,000 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 226,505 268,427 

   利益剰余金合計 226,505 268,427 

  株主資本合計 306,505 348,427 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △36 77 

  評価・換算差額等合計 △36 77 

 純資産合計 306,468 348,505 

負債純資産合計 451,740 669,159 
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(2) 中間損益計算書 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成 23 年 10 月１日 

至 平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 24 年 10 月１日 

至 平成 25 年３月 31 日) 

 売上高 692,037 402,207 

 売上原価   

  商品及び製品期首たな卸高 1,319 1,468 

  当期商品仕入高 28,122 16,724 

  当期製品製造原価 301,334 173,909 

  合計 330,777 192,102 

  商品及び製品期末たな卸高 1,468 1,455 

  商品及び製品売上原価 329,308 190,646 

 売上総利益 362,728 211,560 

  販売費及び一般管理費  271,258 155,258 

 営業利益 91,469 56,302 

 営業外収益   

  受取利息 259 83 

  有価証券利息 55 55 

  受取配当金 4 7 

  為替差益 660 ― 

  退職給付引当金戻入額 323 ― 

  その他 535 1,824 

  営業外収益合計 1,838 1,970 

 営業外費用   

  支払利息 465 267 

  社債利息 336 90 

  保険積立金解約損 758 ― 

  その他 366 148 

  営業外費用合計 1,927 506 

 経常利益 91,380 57,767 

 特別損失   

  固定資産除却損  98 ― 

  役員退職金 ― 100 

  投資有価証券評価損 319 ― 

  特別損失合計 417 100 

 税引前中間純利益 90,962 57,667 

 法人税、住民税及び事業税 38,513 23,818 

 法人税等調整額 △1,097 △8,074 

 法人税等合計 37,416 15,744 

 中間純利益 53,546 41,922 

 

  



 

 

 

 

㈱碧(3039) 平成 25 年９月期中間決算短信 

8 

 

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成 23 年 10 月１日 

至 平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 24 年 10 月１日 

至 平成 25 年３月 31 日) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前中間純利益 90,962 57,667 

  減価償却費 19,956 9,560 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △138 722 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 63 1,367 

  受取利息及び受取配当金 △319 △145 

  支払利息 802 357 

  固定資産除却損 98 ― 

  投資有価証券評価損 319 ― 

  売上債権の増減額（△は増加） △580 △9,192 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,999 △834 

  仕入債務の増減額（△は減少） 980 4,597 

  未払費用の増減額（△は減少） 4,400 3,598 

  未払消費税等の増減額（△は減少） △4,098 △2,292 

  未払金の増減額（△は減少） 849 2,294 

  その他 684 △18,381 

  小計 110,981 49,320 

  利息及び配当金の受取額 315 165 

  利息の支払額 △831 △363 

  法人税等の支払額 △22,871 △30,835 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 87,594 18,286 

 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 △20,602 ― 

  定期預金の払い戻しによる収入 10,436 80,000 

  有形固定資産の取得による支出 △34,487 △91,132 

  無形固定資産の取得による支出 △212 ― 

  投資有価証券の取得による支出 △10,000 ― 

  貸付金の回収による収入 565 286 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △54,301 △10,845 
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(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 平成 23 年 10 月１日 

至 平成 24 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 24 年 10 月１日 

至 平成 25 年３月 31 日) 

 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  長期借入による収入  150,000 

  長期借入金の返済による支出 △8,760 △7,157 

  社債の償還による支出 △10,000 △5,000 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △18,760 137,843 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 14,532 145,283 

 現金及び現金同等物の期首残高 47,482 62,014 

 現金及び現金同等物の中間期末残高  62,014 207,297 

 

 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

（セグメント情報） 

当社は、レストラン事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については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 

該当事項はありません。 

 

(7) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 


