
  

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  29,533  0.7  1,586  △14.0  1,621  △13.1  858  △15.2

25年３月期第２四半期  29,330  3.0  1,844  2.8  1,865  4.1  1,011  16.1

  
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２四半期  50.56  －

25年３月期第２四半期  59.60  －

  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３月期第２四半期  27,976  20,678  73.9  1,218.37

25年３月期  27,676  20,042  72.4  1,180.88

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 20,678百万円   25年３月期 20,042百万円 

  
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  － 12.00 － 12.00  24.00

26年３月期  － 12.00       

26年３月期（予想）     － 12.00  24.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、対前期増減率）

  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 

通期  58,055  1.5  3,261  1.1  3,300  0.6  1,776  0.2  104.64

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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２Ｑ 17,268,273株 25年３月期 17,268,273株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 295,924株 25年３月期 295,924株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 16,972,349株 25年３月期２Ｑ 16,972,421株

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おります。

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、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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間（2013年４月１日から2013年９月30日まで）におけるわが国経済は、新政権による経済政

策・金融政策の効果により株価上昇の動きが見られたものの、個人の可処分所得については未だ増加の兆しがみら

れず、消費支出の本格的な回復には至っておりません。また、消費税増税による実質所得の減少が懸念されるな

ど、先行き不透明な状況が続いております。 

 外食産業におきましては、食材価格の高値圏での推移やエネルギーコストの上昇など引き続き厳しい経営環境と

なっております。 

 このような状況のもと当社は、安全でおいしい「食」の提供と質の高いサービスを通じてお客様に豊かさと幸せ

を提供することに全力で取り組んでまいりました。 

 当第２四半期会計期間末の店舗数につきましては、７店舗の出店（新規出店２店舗、グループ内業態転換５店

舗）、３店舗の退店を行った結果、562店舗（直営479店舗、ライセンシー83店舗）と、前期末と比較し４店舗の純

増となりました。 

 売上高につきましては、店舗のＱＱＳＣ（クオリティ・クイックサービス・クリンリネス）を磨き上げるととも

に、お客様のニーズに合わせたごちそう感のあるフェアメニューの導入、地域特性に合った効果的な販売促進、個

店対策などを行った結果、当第２四半期累計期間の既存店売上高前年比は99.9％となり、新規出店等による売上増

と合わせて、前年同期比増収となりました。 

 利益面におきましては、固定費のさらなる削減に取り組んだものの、原材料価格や電気代等のコスト上昇によ

り、前年同期比減益となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高295億33百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益15億86百

万円（同14.0％減）、経常利益16億21百万円（同13.1％減）、四半期純利益８億58百万円（同15.2％減）となりま

した。 

      

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期会計期間末の資産は前事業年度末と比較して３億円増加し、279億76百万円となりました。これは

主に、新店のオープンにより固定資産等が増加したことによるものです。 

 負債は前事業年度末と比較して３億36百万円減少し、72億97百万円となりました。これは主に、長期借入金の返

済による減少等によるものです。 

 純資産は前事業年度末と比較して６億36百万円増加し、206億78百万円となりました。これは主に、四半期純利

益による利益剰余金の増加等によるものです。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 2014年３月期通期の業績予想につきましては、2013年５月13日発表の業績予想から変更はございません。  

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．その他の情報



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 
(2013年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2013年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,137,005 1,085,610

売掛金 509,626 541,101

商品 51,368 54,960

原材料及び貯蔵品 316,753 368,141

その他 1,043,582 1,176,111

流動資産合計 3,058,336 3,225,925

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,057,567 34,561,382

減価償却累計額 △20,337,913 △20,846,950

建物及び構築物（純額） 13,719,653 13,714,432

機械装置及び運搬具 3,410,634 3,928,763

減価償却累計額 △1,958,801 △2,087,939

機械装置及び運搬具（純額） 1,451,832 1,840,824

その他 6,707,630 6,936,170

減価償却累計額 △4,350,489 △4,681,489

その他（純額） 2,357,141 2,254,681

有形固定資産合計 17,528,627 17,809,937

無形固定資産 260,744 228,919

投資その他の資産   

差入保証金 4,601,180 4,681,315

その他 2,232,065 2,034,951

貸倒引当金 △4,470 △4,470

投資その他の資産合計 6,828,775 6,711,796

固定資産合計 24,618,147 24,750,654

資産合計 27,676,484 27,976,579



（単位：千円）

前事業年度 
(2013年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2013年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,841,724 1,845,933

1年内返済予定の長期借入金 498,111 158,333

関係会社短期借入金 108,904 192,742

未払法人税等 638,567 733,262

賞与引当金 264,090 262,509

その他 3,345,150 3,431,007

流動負債合計 6,696,548 6,623,788

固定負債   

長期借入金 65,277 －

資産除去債務 148,255 146,564

その他 724,138 527,594

固定負債合計 937,671 674,158

負債合計 7,634,220 7,297,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,198,904 3,198,904

資本剰余金 3,014,004 3,014,004

利益剰余金 14,225,831 14,880,263

自己株式 △428,854 △428,854

株主資本合計 20,009,884 20,664,316

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,379 14,315

評価・換算差額等合計 32,379 14,315

純資産合計 20,042,264 20,678,632

負債純資産合計 27,676,484 27,976,579



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2013年４月１日 

 至 2013年９月30日) 

売上高 29,330,337 29,533,720

売上原価 9,724,632 10,047,348

売上総利益 19,605,705 19,486,371

販売費及び一般管理費 17,760,977 17,899,701

営業利益 1,844,727 1,586,670

営業外収益   

受取利息 15,119 14,463

受取配当金 2,445 2,139

受取賃貸料 112,611 108,417

その他 22,577 23,753

営業外収益合計 152,753 148,773

営業外費用   

支払利息 24,288 9,252

賃貸費用 102,757 99,524

その他 5,125 5,563

営業外費用合計 132,172 114,340

経常利益 1,865,308 1,621,104

特別利益   

投資有価証券売却益 － 41,913

特別利益合計 － 41,913

特別損失   

固定資産処分損 69,315 122,621

賃貸借契約解約損 20 21

株式事務委託解約損 7,971 －

その他 － 1,556

特別損失合計 77,306 124,198

税引前四半期純利益 1,788,002 1,538,819

法人税、住民税及び事業税 716,458 671,915

法人税等調整額 59,952 8,803

法人税等合計 776,410 680,718

四半期純利益 1,011,592 858,100



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,788,002 1,538,819

減価償却費 1,308,824 1,267,534

のれん償却額 9,802 9,802

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,798 △1,580

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,690 －

受取利息及び受取配当金 △17,565 △16,603

支払利息 24,288 9,252

固定資産処分損益（△は益） 65,462 111,452

投資有価証券売却損益（△は益） － △41,913

賃貸借契約解約損 20 21

売上債権の増減額（△は増加） 302 △31,474

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,576 △54,980

仕入債務の増減額（△は減少） △23,388 4,209

その他 △268,863 △53,384

小計 2,869,974 2,741,154

利息及び配当金の受取額 3,247 2,815

利息の支払額 △25,641 △9,390

法人税等の支払額 △1,229,175 △580,443

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618,405 2,154,134

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,040,708 △1,452,352

有形固定資産の売却による収入 249,706 －

無形固定資産の取得による支出 △998 △1,400

長期前払費用の取得による支出 － △684

長期前払費用の売却による収入 1,625 －

投資有価証券の売却による収入 － 123,368

差入保証金の差入による支出 △16,808 △118,026

差入保証金の回収による収入 20,066 37,892

長期前払家賃の回収による収入 4,400 4,400

長期前払家賃の支出 － △14,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △782,717 △1,421,053

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1,176,655 △405,055

リース債務の返済による支出 △309,287 △262,502

配当金の支払額 △201,416 △200,757

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,687,359 △868,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △851,670 △135,233

現金及び現金同等物の期首残高 2,105,135 1,028,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,253,465 892,867



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）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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