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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

25年12月期第2四半期 12,301 11.4 907 4.0 883 9.7 463 31.8
24年12月期第2四半期 11,039 8.9 872 74.3 804 89.7 352 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 500百万円 （44.0％） 24年12月期第2四半期 347百万円 （―％）

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

25年12月期第2四半期 9,887.45 8,535.95
24年12月期第2四半期 7,691.31 7,441.56

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12月期第2四半期 14,858 4,255 28.5 87,133.94
24年12月期 14,227 3,445 24.0 74,490.24
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  4,234百万円 24年12月期  3,419百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 4,000.00 4,000.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 25,700 12.5 2,050 13.5 1,950 15.8 930 31.0 19,138.16



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注)詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※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、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。 
 なお、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Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期2Q 48,594 株 24年12月期 45,909 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q ― 株 24年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 46,918 株 24年12月期2Q 45,768 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、金融政策や各種経済対策への期待感から円安・株高が進み、輸

出産業を中心に業績の改善がみられるなど国内景気は緩やかに回復基調となりました。  

 一方、米国経済の回復基調、欧州債務危機の長期化や新興国の景気減速等により、世界経済全体は先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましては、雇用、所得環境の改善の足踏み状態が続く中、５月６月と売上高が前年を上回るなど、

個人消費は堅調な推移を見せ始めており、わずかながらにも明るさが見え始めております。 

  

このような状況の中、当社グループは、「大衆というカテゴリで日本一の外食企業となる」という確固たる目標

のもと、当第２四半期連結累計期間におきましても既存店事業の全体的な底上げ、および販促活動の強化に注力いた

しました。「まいどおおきに食堂」を中心として「神楽食堂 串家物語」、「手作り居酒屋 かっぽうぎ」、「浪花

麺乃庄 つるまる」をはじめとする全ブランドの増収増益に向けて全社一丸となって取り組みました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高123億１百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益９億

７百万円（前年同期比4.0％増）、経常利益８億83百万円（前年同期比9.7％増）と増収増益となりました。一方、特

別損失76百万円を計上したため、四半期純利益は４億63百万円（前年同期比31.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

＜直営事業＞  

直営事業につきましては、国内および海外において、「まいどおおきに食堂」、「神楽食堂 串家物語」、「手

作り居酒屋 かっぽうぎ」、「浪花麺乃庄 つるまる」等の事業展開を行っております。  

 当社直営事業における新規出店の状況に関しましては、当第２四半期連結累計期間中に「まいどおおきに食堂」５

店舗、「神楽食堂 串家物語」８店舗、「手作り居酒屋 かっぽうぎ」１店舗、「浪花麺乃庄 つるまる」６店舗、

その他のブランドとして、健康を食べて頂くというコンセプトの「さち福や」等７店舗、計27店舗を出店いたしまし

た。 

 以上の結果直営事業の売上高は115億58百万円（前年同期比12.5％増）、セグメント利益は13億５百万円（前年同

期比12.5％増）となりました。 

  

＜ＦＣ事業＞ 

ＦＣ事業につきましては、当社トレーナーが各加盟店に臨店して行う調理指導の他、店長会議、トレーナー会議

等を通じて直営店における成功事例の共有を進めることにより店舗の収益力強化に努めております。中でも「まいど

おおきに食堂」につきましては、直営店と同様に改装を漸次進めることにより更なる集客力向上を図っております。

今後も加盟企業様との親密なコミュニケーションを図りながら問題点の洗い出し・解消を図り、継続的な収益力

の向上を目指してまいります。 

以上の結果、ＦＣ事業の売上高は７億43百万円（前年同期比2.8％減）、セグメント利益は４億79百万円（前年同

期比4.3％減）となりました。  

当社グループの平成25年６月末時点の店舗数は672店舗（直営店（国内）324店舗、直営店（海外）６店舗、ＦＣ店

（国内）341店舗、ＦＣ店（海外）１店舗）となりました。ブランド別の店舗数は以下のとおりです。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
直営店 
(国内) 

直営店 
(海外) 

ＦＣ店 
（国内） 

ＦＣ店 
（海外） 

合計 

まいどおおきに食堂  128  4  306  －  438

神楽食堂 串家物語  57  －  12  －  69

手作り居酒屋 かっぽうぎ  32  －  18  －  50

浪花麺乃庄 つるまる  46  －  4  1  51

その他  61  2  1  －  64

合計  324  6  341  1  672
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は６億31百万円増加し、

148億58百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末から３億93百万円減少し、固定資産は10億35百万円増加

しております。流動資産が減少した主な理由は、新規出店に伴う現金及び預金の減少３億69百万円によるものであり

ます。固定資産が増加した主な理由は新規出店に伴う有形固定資産の増加７億71百万円、敷金及び保証金の増加２億

26百万円によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末と比較して１億78百万円減少し、106億３百万円となりました。これは主

に借入の実行による借入金の増加額が７億30百万円、転換社債型新株予約権付社債の株式への転換４億99百万円及び

社債の償還による減少額３億70百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して８億９百万円増加し、42億55百万円となりました。これは主

に転換社債型新株予約権付社債の株式への転換４億99百万円、四半期純利益の計上４億63百万円及び配当金の支払い

１億83百万円によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローが９億91百万円

の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが14億46百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが64百

万円の増加となり、この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末

と比較して３億69百万円減少し、34億81百万円（前年同四半期連結会計期間末42億28百万円）となりました。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） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは９億91百万円の増加（前年同四半期

は12億42百万円の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が８億17百万円になったことに

加え、非現金支出である減価償却費が４億70百万円発生したことに対して、法人税等の支払額が３億53百万円あ

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） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは14億46百万円の減少（前年同四半期

は12億15百万円の減少）となりました。主な要因は、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が11億97百

万円、敷金及び保証金の差入による支出が２億69百万円発生し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） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは64百万円の増加（前年同四半期は17

億23百万円の増加）となりました。主な要因は、借入の実行による収入が15億円、長期借入金の返済、社債の償

還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が12億52百万円、配当金の支払いが１億83百万円発生したことに

よるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の通期の業績予測につきましては、平成25年２月12日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。   
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によ

っております。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（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、第１四半期連結会計期間より、平成25年１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方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は、軽微であります。   

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,130,161 3,760,495

売掛金 303,319 223,636

たな卸資産 94,301 78,994

繰延税金資産 85,404 85,404

その他 921,346 947,778

貸倒引当金 △48,408 △3,821

流動資産合計 5,486,125 5,092,488

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,056,061 7,868,507

減価償却累計額 △3,114,718 △3,346,621

減損損失累計額 △256,681 △287,500

建物及び構築物（純額） 3,684,661 4,234,384

工具、器具及び備品 2,405,258 2,798,481

減価償却累計額 △1,836,828 △1,980,713

減損損失累計額 △17,801 △26,142

工具、器具及び備品（純額） 550,628 791,625

土地 111,221 111,221

建設仮勘定 104,660 110,815

その他 257,970 254,550

減価償却累計額 △118,192 △140,157

その他（純額） 139,777 114,392

有形固定資産合計 4,590,949 5,362,439

無形固定資産 44,218 71,836

投資その他の資産   

投資有価証券 211,279 217,764

繰延税金資産 308,043 303,808

敷金及び保証金 3,090,711 3,317,226

その他 500,682 546,200

貸倒引当金 △51,605 △89,503

投資その他の資産合計 4,059,111 4,295,496

固定資産合計 8,694,279 9,729,773

繰延資産 46,971 36,313

資産合計 14,227,376 14,858,575
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 968,223 901,193

1年内返済予定の長期借入金 1,232,909 1,264,267

未払金 851,484 911,893

未払法人税等 382,994 374,793

賞与引当金 57,676 72,574

資産除去債務 12,780 13,424

訴訟損失引当金 10,000 10,000

その他 1,384,498 1,385,661

流動負債合計 4,900,567 4,933,807

固定負債   

社債 2,949,999 2,079,999

長期借入金 1,729,342 2,428,218

リース債務 114,124 81,060

繰延税金負債 3,641 6,731

資産除去債務 588,739 636,908

その他 495,272 436,366

固定負債合計 5,881,120 5,669,285

負債合計 10,781,688 10,603,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,200,559 1,450,314

資本剰余金 1,080,305 1,330,060

利益剰余金 1,198,680 1,478,940

株主資本合計 3,479,544 4,259,315

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,548 △33,282

為替換算調整勘定 △19,224 8,154

その他の包括利益累計額合計 △59,772 △25,128

新株予約権 8,626 11,608

少数株主持分 17,288 9,687

純資産合計 3,445,687 4,255,482

負債純資産合計 14,227,376 14,858,575
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,039,970 12,301,792

売上原価 3,649,053 4,096,673

売上総利益 7,390,917 8,205,118

販売費及び一般管理費 6,518,555 7,297,601

営業利益 872,362 907,516

営業外収益   

受取利息 2,699 2,342

受取家賃 56,523 58,341

持分法による投資利益 － 10,892

その他 10,755 17,821

営業外収益合計 69,978 89,397

営業外費用   

支払利息 39,212 28,262

社債利息 16,458 13,039

賃貸収入原価 57,150 59,007

持分法による投資損失 770 －

その他 24,063 13,495

営業外費用合計 137,655 113,804

経常利益 804,684 883,110

特別利益   

受取和解金 46,960 －

受取保険金 5,675 －

負ののれん発生益 － 7,538

その他 169 2,824

特別利益合計 52,804 10,363

特別損失   

店舗解約損 71,020 36,638

固定資産除却損 59,730 15,452

減損損失 60,939 23,777

固定資産売却損 14,407 －

その他 2,928 402

特別損失合計 209,026 76,270

税金等調整前四半期純利益 648,463 817,203

法人税等 289,453 352,283

少数株主損益調整前四半期純利益 359,010 464,919

少数株主利益 6,997 1,022

四半期純利益 352,013 463,896
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 359,010 464,919

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,938 7,265

為替換算調整勘定 1,730 28,754

持分法適用会社に対する持分相当額 △509 △851

その他の包括利益合計 △11,718 35,168

四半期包括利益 347,292 500,087

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 340,068 498,541

少数株主に係る四半期包括利益 7,223 1,546
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 648,463 817,203

減価償却費 414,845 470,456

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,126 △6,689

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,716 14,898

受取利息及び受取配当金 △2,725 △2,370

支払利息 39,212 28,262

社債利息 16,458 13,039

社債発行費償却 7,259 10,658

持分法による投資損益（△は益） 770 △10,892

店舗解約損 71,020 36,638

固定資産売却損益（△は益） 14,407 △1,689

固定資産除却損 59,730 15,452

減損損失 60,939 23,777

受取和解金 △46,960 －

負ののれん発生益 － △7,538

売上債権の増減額（△は増加） 52,004 38,057

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,204 15,431

仕入債務の増減額（△は減少） △56,233 △68,500

預け金の増減額(△は増加） 58,153 △41,209

未収入金の増減額（△は増加） 63,131 3,698

立替金の増減額（△は増加） △2,053 2,217

未払金の増減額（△は減少） △5,991 13,222

前受金の増減額（△は減少） △318 △143

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,796 △37,162

その他 △185 56,230

小計 1,400,518 1,383,045

利息及び配当金の受取額 2,725 2,370

利息の支払額 △54,062 △40,197

和解金の受取額 46,944 －

法人税等の支払額 △153,430 △353,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,242,695 991,421
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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 △330,679 △90,691

定期預金の払戻による収入 190,671 90,680

有形固定資産の取得による支出 △778,151 △1,197,730

無形固定資産の取得による支出 － △42,019

固定資産の除却による支出 △18,277 △9,731

貸付けによる支出 △102,000 △3,369

貸付金の回収による収入 3,418 7,611

有形固定資産の売却による収入 － 5,588

投資有価証券の売却による収入 4,960 6,055

関係会社株式の取得による支出 △112,063 △1,608

長期前払費用の取得による支出 △42,892 △1,946

敷金及び保証金の差入による支出 △156,957 △269,610

敷金及び保証金の回収による収入 128,239 62,729

その他 △1,745 △2,045

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,215,476 △1,446,087

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,200,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △995,183 △771,295

社債の発行による収入 2,079,018 －

社債の償還による支出 △360,000 △370,000

株式の発行による収入 20,894 －

割賦債務の返済による支出 △102,398 △78,029

リース債務の返済による支出 △27,380 △32,919

配当金の支払額 △91,645 △183,176

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,723,303 64,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,561 20,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,752,084 △369,676

現金及び現金同等物の期首残高 2,476,801 3,851,480

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,228,885 3,481,804
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 該当事項はありません。   

   

 平成25年４月24日に、転換社債型新株予約権付社債の一部が行使されました。この結果、当第２四半期連結会計

期間において資本金が249,754千円、資本準備金が249,754千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本

金が1,450,314千円、資本準備金が1,330,060千円となっております。  

    

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年６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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△789,428千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全

社費用の主なものは、提出会社の管理部門等の経費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 「直営事業」セグメントにおいて、当第２四半期連結累計期間に営業活動から生ずる収益が著しく低下した店舗

等について、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては60,939千円であり

ます。 

     

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注２） 直営事業 ＦＣ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  10,274,931  765,039  11,039,970  －  11,039,970

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  10,274,931  765,039  11,039,970  －  11,039,970

セグメント利益  1,160,950  500,840  1,661,791  △789,428  872,362
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年６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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△877,142千円は、各報告セグメントに配分できない全社費用であります。全

社費用の主なものは、提出会社の管理部門等の経費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）  

 「直営事業」セグメントにおいて、当第２四半期連結累計期間に営業活動から生ずる収益が著しく低下した店舗

等について、当該店舗の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては23,777千円であり

ます。 

（重要な負ののれん発生益） 

 当第２四半期連結累計期間における「直営事業」セグメントにおいて、 連結子会社である上海藤尾餐飲管理有

限公司の株式の追加取得をいたしました。当該事象により、当第２四半期連結累計期間において負ののれん発生益

7,538千円を計上しております。 

   

重要な設備投資 

 当社は平成25年７月19日開催の取締役会において、下記の設備投資を行うことを決議いたしました。 

 ① 目的 

   当社グループの業務の効率性向上  

  

 ② 設備投資の内容 

  ⅰ 設備内容   本社新社屋の移転 

  ⅱ 移転予定地  大阪市北区菅原町 

  ⅲ 投資予定総額 投資総額は約15億円を見込んでおります。 

  

 ③ 移転時期 

   平成27年８月（予定） 

  

 ④ 当該設備が営業活動に及ぼす重要な影響 

   公表しております平成25年12月期の業績予想に与える影響はございません。 

   

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注２） 直営事業 ＦＣ事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  11,558,508  743,283  12,301,792  －  12,301,792

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,558,508  743,283  12,301,792  －  12,301,792

セグメント利益  1,305,532  479,126  1,784,659  △877,142  907,516

（７）重要な後発事象
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重要な契約の締結  

 当社は、平成25年７月25日付にて、当社の子会社であるFUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTDと、台湾を代表

する総合電機メーカーである東元電機股份有限公司（TECO Electric and Machinery Co.,LTD.）の子会社である東

安投資股份有限公司（TECO Capital Investment Co.,LTD.）の間で台湾において合弁会社を設立することに関する

合弁契約を締結いたしました。 

  

① 合弁会社設立の目的 

 台湾全土における「まいどおおきに食堂」を始めとした当社ブランドの展開を目的としております。  

② 契約相手先の名称等 

 i  商号     東安投資股份有限公司（TECO Capital Investment Co.,LTD.） 

 ⅱ  所在地    台湾 台北市 

 ⅲ 当社との関係 資本関係、取引関係、人的関係等はありません。 

  

③ 合弁会社の概要 

 ⅰ 名称     未定 

 ⅱ 所在地    台湾 台北市（予定） 

 ⅲ 代表者    未定 

 ⅳ 事業内容   飲食店の経営・ＦＣ事業の運営 

 ⅴ 資本金    １億台湾ドル 

 ⅵ 設立時期   平成25年10月（予定） 

 ⅶ 出資比率   FUJIO FOOD SYSTEM SINGAPORE PTE.LTD 50％  

           東安投資股份有限公司（TECO Capital Investment Co.,LTD.） 50％ 

 ⅷ 決算期    12月（予定） 

  

④ 契約締結が業績等に及ぼす重要な影響 

 当該合弁会社の設立が平成25年12月期の連結業績に与える影響はありません。 
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