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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年9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 ％

26年6月期第1四半期 1,497 △2.9 18 △62.9 26 △50.0 12 △51.9
25年6月期第1四半期 1,542 ― 49 ― 53 ― 26 ―

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 13百万円 （△48.1％） 25年6月期第1四半期 26百万円 （―％）

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

26年6月期第1四半期 3.40 ―
25年6月期第1四半期 6.25 ―

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6月期第1四半期 4,135 3,415 82.6 896.13
25年6月期 4,147 3,463 83.5 908.50
（参考） 自己資本  26年6月期第1四半期  3,415百万円 25年6月期  3,463百万円

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6月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 16.00 16.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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) 3,260 1.6 154 13.0 153 6.8 81 23.0 21.25
通期 6,420 1.8 233 0.9 231 △3.9 113 △8.2 29.71



(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  ：  無  

(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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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。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Ｐ２「１.当四半期決算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   ：  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6月期1Q 4,351,308 株 25年6月期 4,351,308 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 539,412 株 25年6月期 539,412 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 3,811,896 株 25年6月期1Q 4,312,016 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策や金融政策への期待感から景気回復への明るい兆し

が見られたものの、実体経済は依然として不透明な状況が続いております。 

 外食業界におきましては、消費者マインドの一部には回復の傾向が見られるものの、電気料金の値上げや消費税

増税を視野に入れた節約志向や生活防衛意識は依然として高く、企業間競争は激しさを増しており、経営環境は引

き続き厳しい状況で推移しております。 

 こうした状況の下、当社グループは既存店の活性化を図り、地域一番店を目指す方針に基づき、人材の発掘・登

用を積極的に行い、また「わざわざご来店いただいたお客様」に感謝するためのきめ細かい施策を継続して実施し

てまいります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、大衆割烹「庄や」43店舗、「日本海庄や」39店舗、気楽な

安らぎ処「やるき茶屋」９店舗、カラオケルーム「うたうんだ村」８店舗、無国籍料理「KUSHI949KYU」１店舗、

旬菜・炭焼「炉辺」１店舗、コーヒー専門店「ドトールコーヒーショップ」１店舗の合計102店舗となっておりま

す。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高1,497,603千円(前年同四半期比2.9％減）、売上総利益

は1,071,676千円（前年同四半期比3.4％減）、販売費及び一般管理費については1,053,289千円(前年同四半期比

0.6％減）となり、営業利益は18,387千円（前年同四半期比62.9％減）となりました。 

 経常利益につきましては26,791千円（前年同四半期比50.0％減）となり、税金等調整前四半期純利益26,676千円

（前年同四半期比47.8％減）となり、四半期純利益は12,946千円（前年同四半期比51.9％減）となりました。 

 なお、当社グループは、料理飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,336,007千円となり、前連結会計年度末に比べて48,310千円

増加となりました。これは、現金及び預金が47,050千円増加したこと等が主な要因となっております。 

 また、固定資産は2,799,114千円となり、前連結会計年度末に比べて60,262千円の減少となりました。これは、

減価償却が進んだこと等による有形固定資産の残高が62,882千円減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は528,068千円となり、前連結会計年度末に比べて44,201千円の

増加となりました。これは、短期借入金が50,000千円増加したこと等が主な要因となっております。 

 また、固定負債は191,468千円となり、前連結会計年度末に比べて8,974千円の減少となりました。これは、長

期借入金の残高が10,833千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は3,415,940千円となり、前連結会計年度末に比べて47,178千円の減少と

なりました。これは配当支払による減少及び四半期純利益の計上等により、利益剰余金が減少したことによるも

のであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年８月13日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変

更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,095,049 1,142,100

売掛金 39,676 35,106

商品 72 83

原材料 34,941 35,961

前払費用 80,417 77,970

その他 37,538 44,784

流動資産合計 1,287,696 1,336,007

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,572,603 1,515,402

その他（純額） 337,822 332,140

有形固定資産合計 1,910,426 1,847,543

無形固定資産 14,118 14,005

投資その他の資産   

敷金及び保証金 812,598 812,671

その他 170,797 171,712

貸倒引当金 △48,563 △46,818

投資その他の資産合計 934,831 937,565

固定資産合計 2,859,376 2,799,114

繰延資産 356 356

資産合計 4,147,429 4,135,477

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,858 115,584

短期借入金 10,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 46,109 43,332

未払法人税等 5,449 18,096

賞与引当金 2,230 8,920

その他 293,219 282,135

流動負債合計 483,866 528,068

固定負債   

長期借入金 34,726 23,893

資産除去債務 158,628 159,324

その他 7,089 8,251

固定負債合計 200,443 191,468

負債合計 684,309 719,537
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 275,100 275,100

資本剰余金 88,500 88,500

利益剰余金 3,716,407 3,668,363

自己株式 △621,563 △621,563

株主資本合計 3,458,444 3,410,400

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,675 5,540

その他の包括利益累計額合計 4,675 5,540

純資産合計 3,463,119 3,415,940

負債純資産合計 4,147,429 4,135,477
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,542,262 1,497,603

売上原価 433,021 425,926

売上総利益 1,109,240 1,071,676

販売費及び一般管理費 1,059,679 1,053,289

営業利益 49,561 18,387

営業外収益   

受取利息 188 163

協賛金収入 1,718 626

受取祝金収入 1,300 －

債務取崩益 － 4,404

その他 1,282 3,534

営業外収益合計 4,490 8,728

営業外費用   

支払利息 315 190

貸倒引当金繰入額 137 －

その他 22 133

営業外費用合計 475 324

経常利益 53,576 26,791

特別損失   

役員退職慰労金 2,500 －

固定資産除却損 － 115

特別損失合計 2,500 115

税金等調整前四半期純利益 51,076 26,676

法人税、住民税及び事業税 14,980 14,272

法人税等調整額 9,157 △542

法人税等合計 24,138 13,729

少数株主損益調整前四半期純利益 26,938 12,946

四半期純利益 26,938 12,946
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 26,938 12,946

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △315 864

その他の包括利益合計 △315 864

四半期包括利益 26,622 13,811

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 26,622 13,811

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）四半期連結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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