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(百万円未満切捨て)

１．平成26年2月期第1四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年5月31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 ％

26年2月期第1四半期 3,102 1.0 114 △14.0 128 △8.6 70 △0.1

25年2月期第1四半期 3,073 2.3 133 21.3 140 23.0 70 30.8

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2月期第1四半期 4 06 ―

25年2月期第1四半期 3 84 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 6,937 3,446 49.7

25年2月期 7,031 3,376 48.0

(参考) 自己資本 26年2月期第1四半期 3,446百万円 25年2月期 3,376百万円

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

25年2月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

26年2月期 ―

26年2月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

３．平成26年2月期の業績予想（平成25年3月1日～平成26年2月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 6,357 2.8 194 △26.2 219 △22.6 40 △59.3 2 27

通期 12,557 3.9 324 △5.6 375 △4.0 72 △46.1 4 04



  

 

 

 
  

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、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。 

※ 注記事項

（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

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年2月期１Ｑ 18,302,000株 25年2月期 18,302,000株

② 期末自己株式数 26年2月期１Ｑ 1,001,667株 25年2月期 1,001,667株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期１Ｑ 17,300,333株 25年2月期１Ｑ 18,300,333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



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

（１）経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………2 

（２）財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………2 

（３）業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………3 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………4 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………4 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………4 

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………5 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………5 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………7 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………8 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………8 

○添付資料の目次

㈱ライフフーズ（3065）　平成26年２月期第１四半期決算短信（非連結）

1



当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府・日銀主導の金融政策等の期待感から円高修正

や株価回復が進み輸出関連企業を中心に業績の改善が見込まれましたが、原材料価格の高騰や電気料金

の値上げ等懸念材料もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

 外食産業におきましても、雇用、所得環境の改善の足踏み状態が続く中、個人消費は低調に推移して

おり、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中、当社は、一汁三菜をコンセプトに、旬の素材を使った高品質とおいしさにこだ

わった低価格定食屋業態「街かど屋」を事業の柱として店舗展開をおこなっております。並行して、で

きたてメニューにこだわった「ザめしや」等の既存店舗の強化と、店舗開発及び不採算店舗の撤退を進

めております。 

 また、各業態期間限定メニューを導入し、「ザめしや」では高級感のあるまぐろ漬けごはんとイベリ

コ豚と野菜の焼き蒸ししゃぶ等の鉄皿での販売、「街かど屋」ではあじの開き定食や熟成ハラミ定食等

の販売、「めしや食堂」では牛すじ煮込みカレー等の月替わりカレーの販売、「讃岐製麺」では菜の花

や蒸し鶏を使用したぶっかけフェアを実施しました。 

 当第１四半期累計期間の店舗展開につきましては、新規出店が１店舗、閉店が１店舗となった結果、

店舗数は121店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、既存店売上高の増加による影響で、売上高は

3,102,988千円（前年同四半期比 1.0％増）、営業利益は114,446千円（前年同四半期比 14.0％減）、

経常利益は128,468千円（前年同四半期比 8.6％減）、四半期純利益は70,222千円（前年同四半期比 

0.1％減）となりました。 

  

（資産の部） 

流動資産は、現金及び預金の減少等により3,685,223千円（前事業年度末は3,688,418千円）となりま

した。新規出店数が予定を下回りましたが、店舗改装等の設備投資や納税の支払がありました。有形固

定資産は、減価償却が進んだことで1,810,051千円（前事業年度末は1,844,795千円）、投資その他の資

産は差入保証金の回収が進んだことで1,401,956千円（前事業年度末は1,456,872千円）となり、資産の

部合計は、6,937,765千円（前事業年度末は7,031,951千円）となりました。 

（負債の部） 

流動負債は、未払法人税等の減少等により、2,148,793千円（前事業年度末は2,207,094千円）となり

ました。固定負債は、社債及び長期借入金の減少等により1,342,596千円（前事業年度末は1,448,704千

円）となり、負債の部合計は3,491,390千円（前事業年度末は3,655,799千円）となりました。 

（純資産の部） 

純資産の部合計は、利益剰余金の増加等により3,446,375千円（前事業年度末は3,376,152千円）とな

りました。これにより、当第１四半期会計期間末の自己資本比率は49.7％（前事業年度末は48.0％）と

なりました。 

  

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
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「街かど屋」「ザめしや」「讃岐製麺」業態の新規出店と既存店売上高の回復を推進し、スクラップ

＆ビルドにより出・退店は新規出店８店舗、閉店２店舗で当期末店舗数は127店舗を予定しておりま

す。 

 当期の見通しとしましては、売上高は12,557,132千円（前年同期比3.9％増）、営業利益は324,704千

円（前年同期比5.6％減）、経常利益は375,042千円（前年同期比4.0％減）、当期純利益は72,521千円

（前年同期比46.1％減）を見込んでおります。 

  

（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。 

  

(会計上の見積りの変更と区別すること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３月１日以後に取得した有形

固定資産について、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。 

 なお、この変更による当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

  

  

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
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,261,967 3,240,573

売掛金 8,112 9,748

商品 640 378

原材料及び貯蔵品 52,178 57,300

繰延税金資産 102,403 121,654

その他 263,116 255,569

流動資産合計 3,688,418 3,685,223

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,622,926 1,610,246

その他 221,868 199,805

有形固定資産合計 1,844,795 1,810,051

無形固定資産 41,865 40,533

投資その他の資産

差入保証金 1,126,072 1,079,670

繰延税金資産 203,472 199,910

その他 127,836 122,885

貸倒引当金 △510 △510

投資その他の資産合計 1,456,872 1,401,956

固定資産合計 3,343,533 3,252,541

資産合計 7,031,951 6,937,765

負債の部

流動負債

買掛金 307,389 345,434

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 680,878 665,861

未払法人税等 200,270 81,007

賞与引当金 121,107 181,908

その他 857,448 834,581

流動負債合計 2,207,094 2,148,793

固定負債

社債 70,000 60,000

長期借入金 596,493 491,192

長期預り保証金 123,419 114,374

退職給付引当金 293,061 307,203

その他の引当金 74,093 72,374

その他 291,636 297,452

固定負債合計 1,448,704 1,342,596

負債合計 3,655,799 3,491,390
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,838,526 1,838,526

資本剰余金 1,537,526 1,537,526

利益剰余金 155,482 225,705

自己株式 △155,382 △155,382

株主資本合計 3,376,152 3,446,375

純資産合計 3,376,152 3,446,375

負債純資産合計 7,031,951 6,937,765
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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３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 3,073,466 3,102,988

売上原価 925,646 954,501

売上総利益 2,147,820 2,148,487

販売費及び一般管理費 2,014,770 2,034,040

営業利益 133,049 114,446

営業外収益

受取利息 1,903 2,003

受取家賃 59,436 45,137

その他 11,971 15,399

営業外収益合計 73,311 62,540

営業外費用

支払利息 8,866 5,840

賃貸収入原価 56,206 41,927

その他 756 751

営業外費用合計 65,828 48,519

経常利益 140,532 128,468

特別損失

有形固定資産除却損 1,056 1,738

減損損失 4,884 －

店舗閉鎖損失 86 340

特別損失合計 6,026 2,078

税引前四半期純利益 134,505 126,389

法人税等 64,229 56,166

四半期純利益 70,276 70,222
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該当事項はありません。  

  

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）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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