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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  8,580  △0.8  498  △5.1  504  △3.9  338  △21.0

25年３月期第２四半期  8,647  △1.5  525  16.5  524  23.9  428  14.3

  
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  21.10  －

25年３月期第２四半期  26.73  －

  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  11,039  4,514  40.9  281.47

25年３月期  11,624  4,252  36.6  265.11

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 4,514百万円   25年３月期 4,252百万円 

  
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  － 0.00 － 3.00  3.00

26年３月期  － 3.00       

26年３月期（予想）     － 3.00  6.00

（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  17,576  2.6  833  0.0  823  1.1  578  △16.7  36.06

（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 16,114,000株 25年３月期 16,114,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 75,517株 25年３月期 75,379株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 16,038,562株 25年３月期２Ｑ 16,038,621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きの対象外でありますが、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レビュー手続きは終了しております。

 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。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等の動きがみられたものの、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、「パスタならジョリーパスタ」をテーマに、パスタ専門店の魅力をよりお客様

へアピール出来るよう、イタリアンの食卓を彩る豊富な品揃えと、心のこもった親切なサービスに全力で取り組ん

でまいりました。 

 商品におきましては、風味豊かでコクの深いクリームソースや、酸味と甘みがほどよいフレッシュなトマトソー

スなど、ベーシックなパスタソースの更なる改良を行うなど、パスタ専門店ならではのおいしさを追求してまいり

ました。 

 また、テレビコマーシャルを放映し、旬の食材をふんだんに使用した季節メニューを訴求するなど、効果的な販

売促進にも積極的に取り組み、売上高の拡大を図った結果、当第２四半期累計期間の既存店売上高は、前年同期比

101.8％と堅調に推移いたしました。利益面につきましては、エネルギーコストの上昇等により、前年対比減益と

なりました。 

 当第２四半期累計期間末の店舗数につきましては、フラカッソ業態11店舗をグループに承継したほか、その他業

態５店舗をフランチャイズ契約の満了に伴い譲渡した結果、ジョリーパスタ217店舗、フラカッソ12店舗、その他

１店舗の合計230店舗となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高85億80百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益４億98百

万円（前年同期比5.1％減）、経常利益５億４百万円（前年同期比3.9％減）、四半期純利益３億38百万円（前年同

期比21.0％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における総資産は、前事業年度末と比較して、主に敷金・差入保証金の減少２億89百万

円、投資有価証券の減少１億85百万円、有形固定資産の減少１億38百万円等により、110億39百万円となりまし

た。 

 負債は、前事業年度末と比較して、主に借入金の減少４億10百万円、未払費用の減少１億17百万円、リース債務

の減少１億７百万円、未払法人税等の減少75百万円等により、65億24百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末と比較して、四半期純利益３億38百万円等により、45億14百万円となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 2014年３月期の業績予想につきましては、2013年５月13日発表の業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）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。 

  

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 308,518 307,944

売掛金 75,104 64,833

商品 8,002 6,077

原材料 106,151 103,209

関係会社短期貸付金 183,107 207,337

その他 665,286 681,339

流動資産合計 1,346,171 1,370,741

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,741,309 2,675,735

土地 2,986,997 2,986,997

その他（純額） 1,271,666 1,199,009

有形固定資産合計 6,999,973 6,861,742

無形固定資産 78,370 70,945

投資その他の資産   

敷金 2,134,584 1,957,567

その他 1,065,377 778,157

投資その他の資産合計 3,199,961 2,735,724

固定資産合計 10,278,305 9,668,412

資産合計 11,624,476 11,039,154

負債の部   

流動負債   

買掛金 453,882 379,726

関係会社短期借入金 4,650,000 4,300,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000 75,000

未払金 217,577 201,319

未払費用 537,136 419,256

未払法人税等 184,832 109,297

賞与引当金 106,492 117,840

その他 476,258 413,006

流動負債合計 6,746,180 6,015,446

固定負債   

長期借入金 15,000 －

資産除去債務 74,834 73,040

その他 536,391 436,329

固定負債合計 626,225 509,369

負債合計 7,372,406 6,524,816



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,958,080 2,958,080

資本剰余金 330,768 330,768

利益剰余金 965,597 1,255,910

自己株式 △44,445 △44,552

株主資本合計 4,210,000 4,500,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,069 14,131

評価・換算差額等合計 42,069 14,131

純資産合計 4,252,070 4,514,337

負債純資産合計 11,624,476 11,039,154



（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 8,647,382 8,580,139

売上原価 2,471,011 2,443,743

売上総利益 6,176,370 6,136,396

販売費及び一般管理費 5,650,963 5,637,938

営業利益 525,406 498,457

営業外収益   

受取利息 6,938 6,110

受取配当金 2,420 2,789

賃貸収入 88,526 86,567

貸倒引当金戻入額 219 －

その他 6,639 1,145

営業外収益合計 104,744 96,612

営業外費用   

支払利息 48,066 37,487

賃貸収入原価 56,626 52,911

その他 520 423

営業外費用合計 105,214 90,821

経常利益 524,937 504,247

特別利益   

投資有価証券売却益 － 37,596

特別利益合計 － 37,596

特別損失   

固定資産除却損 801 1,325

賃貸借契約解約損 4,300 －

店舗閉鎖損失 － 30,264

特別損失合計 5,101 31,590

税引前四半期純利益 519,836 510,253

法人税、住民税及び事業税 89,755 87,588

法人税等調整額 1,433 84,236

法人税等合計 91,189 171,824

四半期純利益 428,647 338,428



（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 519,836 510,253

減価償却費 379,123 384,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △219 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,905 11,347

有形及び無形固定資産除却損 801 1,325

受取利息及び受取配当金 △9,359 △8,899

支払利息 48,066 37,487

投資有価証券売却損益（△は益） － △37,596

店舗閉鎖損失 － 30,264

売上債権の増減額（△は増加） 49,098 10,270

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,310 4,867

仕入債務の増減額（△は減少） △45,503 △74,156

未払人件費の増減額（△は減少） △45,580 △79,329

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,548 △16,289

その他 80,102 38,861

小計 992,031 813,259

利息及び配当金の受取額 2,486 3,036

利息の支払額 △32,629 △76,037

法人税等の支払額 △107,703 △163,620

営業活動によるキャッシュ・フロー 854,185 576,637

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △343,968 △270,115

有形及び無形固定資産の売却による収入 97,524 69,536

投資有価証券の取得による支出 △74 △69

投資有価証券の売却による収入 － 179,611

敷金及び保証金の回収による収入 10,586 127,175

投資活動によるキャッシュ・フロー △235,931 106,139

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,974,172 △350,000

長期借入金の返済による支出 △5,250,000 △60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △210,041 △200,911

配当金の支払額 － △48,102

その他 － △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △485,868 △659,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,385 23,655

現金及び現金同等物の期首残高 274,506 491,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 406,891 515,281



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（１）商号変更について 

 当社は、2013年６月13日開催の第42回定時株主総会において、商号を「株式会社サンデーサン」から「株式会社

ジョリーパスタ」に変更する定款の一部変更を決議し、2013年７月17日開催の取締役会において、その変更日を

2013年８月１日とする旨決議いたしました。 

 これに伴い、当社は、2013年８月１日付で「株式会社ジョリーパスタ」に商号を変更いたしました。  

  

（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）

４．補足情報
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