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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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3月期第1四半期 1,706 0.1 6 △4.3 5 △5.0 △5 ―
25年3月期第1四半期 1,703 △6.1 7 △90.7 5 △92.0 △6 ―

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3月期第1四半期 △4.11 ―
25年3月期第1四半期 △4.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 3,636 1,184 32.6
25年3月期 3,767 1,233 32.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,184百万円 25年3月期  1,233百万円

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   

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3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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) 3,600 2.2 82 64.7 80 65.7 20 52.7 13.83
通期 7,000 0.8 115 348.0 110 401.8 30 ― 20.75



(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 

(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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
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3月期1Q 1,449,168 株 25年3月期 1,449,168 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,448 株 25年3月期 3,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 1,445,720 株 25年3月期1Q 1,445,780 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成25年５月10日発表の業績予想を修正しておりません。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については添付資料の２ページをご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による各種政策への期待感から円安・株高へ転じ、景況感

は徐々に改善されつつあります。一方で、海外景気に対する不安感や国内における円安進行による原材料価格の上

昇などの懸念があり、依然として先行きは不透明な状況となっております。 

 外食業界におきましても、依然としてお客様の生活防衛意識は高く、外食控えや利用店舗の選別が行われるなど

厳しい状況が続いております。 

 このような環境下で、当社は爆弾ハンバーグの販売強化を継続して取り組んでまいりました。「爆弾祭」の継続

実施及び爆弾コンビメニューの投入等を行いました。出退店につきましては、当第１四半期累計期間中には行いま

せんでしたので、当第１四半期末の店舗数は前期末と変わらず67店舗でした。 

 当第１四半期累計期間の業績につきましては、爆弾コンビメニューの投入などの施策を行った結果、売上高は若

干ではありますが前年を上回り 千円(前年同期比0.1％増)となりました。利益面では原材料費の上昇等も

あり、当第１四半期累計期間の営業利益は 千円(前年同期比4.3％減)、経常利益は 千円(前年同期比

5.0％減)と微減となったものの、四半期純損失は 千円(前年同期は四半期純損失6,089千円)となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産の状況） 

 資産は、前事業年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。主な要因は現金及び預金の減

少 千円、有形固定資産の減少 千円及び投資その他の資産の減少 千円によるものであります。

（負債の状況） 

 負債は、前事業年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。主な要因は長期借入金の減少

千円によるものであります。 

（純資産の状況） 

 純資産は、配当金の支払い及び四半期純損失の計上等により、前事業年度末とに比べ 千円減少し、

千円となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の国内の景気動向及び個人消費の動向につきましては厳しい状況が続くと考えておりますが、当社といたし

ましては、売上確保のための施策の実施及び経費削減に取り組むことで、利益予算を達成すべく取り組んでおりま

す。  

 そのため、平成25年５月10日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時

点において変更はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,706,238

6,732 5,437

5,945

131,174 3,636,093

73,865 42,453 15,872

81,857 2,451,464

75,824

49,317

1,184,629



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 548,704 474,838

売掛金 31,091 27,169

商品及び製品 2,086 1,501

原材料及び貯蔵品 30,615 34,145

その他 123,207 120,664

流動資産合計 735,704 658,319

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,499,430 3,501,060

構築物 828,070 828,070

その他 905,051 905,888

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,433,644 △3,478,564

有形固定資産合計 1,798,907 1,756,454

無形固定資産 186,142 190,679

投資その他の資産   

差入保証金 502,376 493,350

その他 582,981 575,015

貸倒引当金 △38,845 △37,726

投資その他の資産合計 1,046,512 1,030,640

固定資産合計 3,031,563 2,977,774

資産合計 3,767,267 3,636,093

負債の部   

流動負債   

買掛金 209,110 176,242

短期借入金 290,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 307,296 306,296

未払金 284,792 289,743

未払法人税等 46,334 14,114

ポイント引当金 10,270 9,900

賞与引当金 33,084 15,501

その他 104,862 169,012

流動負債合計 1,285,750 1,280,810

固定負債   

長期借入金 829,674 753,850

退職給付引当金 100,889 99,962

役員退職慰労引当金 145,236 146,539

資産除去債務 117,575 118,192

その他 54,195 52,109

固定負債合計 1,247,571 1,170,654

負債合計 2,533,321 2,451,464



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 579,900 579,900

資本剰余金 496,182 496,182

利益剰余金 163,342 114,025

自己株式 △5,478 △5,478

株主資本合計 1,233,946 1,184,629

純資産合計 1,233,946 1,184,629

負債純資産合計 3,767,267 3,636,093



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,703,848 1,706,238

売上原価 529,731 547,733

売上総利益 1,174,117 1,158,505

販売費及び一般管理費 1,167,080 1,151,772

営業利益 7,036 6,732

営業外収益   

受取利息 875 778

受取賃貸料 9,207 9,493

その他 1,441 1,468

営業外収益合計 11,524 11,740

営業外費用   

支払利息 5,196 4,700

賃貸収入原価 6,813 7,125

その他 828 1,210

営業外費用合計 12,838 13,035

経常利益 5,723 5,437

税引前四半期純利益 5,723 5,437

法人税、住民税及び事業税 9,821 8,197

法人税等調整額 1,992 3,185

法人税等合計 11,813 11,383

四半期純損失（△） △6,089 △5,945



  該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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