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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11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2月期第3四半期 27,104 5.8 930 101.0 858 133.7 364 190.0
25年2月期第3四半期 25,614 △0.8 462 △43.2 367 △49.5 125 ―

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 405百万円 （261.5％） 25年2月期第3四半期 112百万円 （―％）

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2月期第3四半期 16.59 ―
25年2月期第3四半期 5.69 ―

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2月期第3四半期 24,292 9,814 40.4 455.17
25年2月期 24,513 10,310 42.0 467.44
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  9,812百万円 25年2月期  10,310百万円

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2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年2月期 ― 5.00 ―
26年2月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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 36,500 4.1 1,700 25.6 1,600 29.7 800 26.5 36.27



(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-手続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
づく四半期財務諸表のレビュ-手続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 
(1)本資料に記載されている予想数値は、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、上記予想に関する事項は、【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)本資料のサマリー情報、【添付資料】2ページ「連結経営成績に関する定性的情報」及び9ページ「セグメント情報」に記載している売上高には、その他の営業収
入を含めております。 

※  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2月期3Q 22,067,972 株 25年2月期 22,067,972 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 510,951 株 25年2月期 10,104 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 21,977,459 株 25年2月期3Q 22,058,028 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策推進を背景に、株式市場は好況が維

持され、企業収益や個人消費に改善がみられるなど、景気は回復基調にあります。一方、消費税率の引き上げ決定に

よる消費低迷の懸念等、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

外食産業におきましては、一部では個人消費の回復の動きも見られるものの、原材料価格の上昇や競合他社はもと

より業種を超えた厳しい競争状態は依然として続いております。 

このような環境下、当社グループは「全員参加で企業体質を改革しよう」のスローガンのもと、強固な企業体質づ

くりに取り組んでまいりました。 

店舗の出店及び退店につきましては、当第３四半期連結累計期間中に「長崎ちゃんぽんリンガーハット」を28店 

舖出店し13店舗退店いたしました。「とんかつ浜勝」は２店舗出店し、２店舗退店いたしました。結果、当社グルー

プ合計で平成25年11月末の店舗数は前期末より15店舗増加し、国内638店舗、海外９店舗の計647店舗となりました。

（内直営473店舗、ＦＣ174店舗） 

店舗売上高につきましては、リンガーハット、浜勝ともに季節商品やランチ商品の販売が好調に推移したことによ

り、当第３四半期連結累計期間の既存店売上高前年比は102.8％となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円

（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％増）の増収増益と

なりました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

（長崎ちゃんぽん事業） 

「長崎ちゃんぽんリンガーハット」では、国産野菜・国産小麦粉100％使用を前面に打ち出した販売促進や店舗 

立地タイプ別に様々な営業施策を講じ、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底に取り組み、客数増加を図って

まいりました。また、10月よりぎょうざの主要材料を100％国産化し、さらにおいしさと安心・安全にこだわってま 

いりました。 

このような施策やメディアへの露出効果により、当第３四半期連結累計期間の既存店の対前年比は売上高101.8 

％、客数107.2％、客単価95.0％となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高 百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益 百万円

（同89.9％増）となりました。 

（とんかつ事業） 

「とんかつ浜勝（はまかつ）」では、ランチタイムを従来の15時までから17時までに延長した上でランチメニュ 

ーを追加する等、客数増加策に注力いたしました。また100円でご注文できるお求めやすいサイドメニューや麦ごは

んに発芽大麦と黒米を追加する等、お客さまのニーズに積極的に応えてまいりました。 

このような施策が奏功し、当第３四半期連結累計期間の既存店の対前年比は売上高105.8％、客数110.1％、客単価

96.0％となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益 百万

円（同266.2％増）となりました。 

（和食事業） 

和食事業の「長崎卓袱浜勝（ながさきしっぽくはまかつ）」につきましては、長崎の郷土料理である卓袱料理を観

光客はもちろんのこと長崎の地元の皆さまにも楽しんでいただけるように上質のおもてなしとともにお手ごろな価格

で提供しております。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高151百万円（同0.7％増）、営業利益２百万円（前年同期は営業損失４

百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

27,104 5.8 930

101.0 858 133.7 364 190.0

20,227 468

6,514 365
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（設備メンテナンス事業） 

設備メンテナンス事業の「リンガーハット開発株式会社」につきましては、当社グループ店舗の設備メンテナンス

や機器保全が主な事業であり、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比18.2％減）、

営業利益89百万円（同25.0％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産の減少によるものであります。 

負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。これは主に未払費用の増加による

ものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ 百万円減少し 百万円となりました。これは主に自己株式の取得による

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26年２月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成25年4月12日に発表した平成26年２月期業績予

想及び配当予想に関するお知らせ）から変更はありません。 

   

   

（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 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む当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しております。   

   

    

    

 該当事項はありません。 

   

1,146

220 24,292

275 14,477

496 9,814

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25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,309,704 1,292,276

売掛金 402,151 532,848

商品及び製品 44,136 55,454

仕掛品 12,242 14,441

原材料及び貯蔵品 299,698 266,930

前払費用 420,543 264,389

未収入金 413,700 664,591

繰延税金資産 80,113 81,973

その他 98,322 150,671

流動資産合計 3,080,614 3,323,577

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,997,022 7,653,871

機械装置及び運搬具（純額） 811,941 788,448

土地 6,001,327 5,743,090

リース資産（純額） 298,079 263,367

建設仮勘定 16,101 253,749

その他（純額） 534,293 529,478

有形固定資産合計 15,658,765 15,232,007

無形固定資産 193,946 222,113

投資その他の資産   

投資有価証券 621,936 759,059

差入保証金 1,017,043 1,010,435

建設協力金 310,908 251,366

敷金 2,537,121 2,497,173

繰延税金資産 699,426 692,826

その他 415,869 326,228

貸倒引当金 △22,605 △22,605

投資その他の資産合計 5,579,701 5,514,484

固定資産合計 21,432,413 20,968,605

資産合計 24,513,027 24,292,182
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 630,129 820,232

短期借入金 2,494,000 2,396,000

1年内返済予定の長期借入金 1,473,696 1,951,876

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 460,727 542,452

未払費用 761,092 1,187,151

リース債務 82,917 84,383

未払法人税等 321,111 24,830

未払消費税等 138,543 161,929

繰延税金負債 1,608 1,608

株主優待引当金 65,739 52,560

店舗閉鎖損失引当金 52,858 22,917

資産除去債務 22,949 5,336

その他 250,227 394,319

流動負債合計 6,975,599 7,865,598

固定負債   

社債 480,000 330,000

長期借入金 3,765,738 3,234,086

長期未払金 420,978 420,083

リース債務 255,511 251,041

繰延税金負債 11,186 25,559

退職給付引当金 938,459 947,926

長期預り保証金 336,989 371,257

資産除去債務 992,907 1,015,467

その他 24,840 16,669

固定負債合計 7,226,612 6,612,090

負債合計 14,202,211 14,477,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,066,122 5,066,122

資本剰余金 4,427,356 4,427,356

利益剰余金 694,955 838,882

自己株式 △11,162 △706,845

株主資本合計 10,177,272 9,625,516

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 125,672 178,930

為替換算調整勘定 7,870 7,804

その他の包括利益累計額合計 133,543 186,735

少数株主持分 － 2,241

純資産合計 10,310,816 9,814,493

負債純資産合計 24,513,027 24,292,182
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 24,581,421 26,094,556

売上原価 8,361,010 8,701,337

売上総利益 16,220,411 17,393,219

その他の営業収入 1,032,685 1,009,674

営業総利益 17,253,096 18,402,894

販売費及び一般管理費 16,790,398 17,472,867

営業利益 462,697 930,027

営業外収益   

受取利息 6,584 4,954

受取配当金 4,667 5,301

保険解約返戻金 － 6,511

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 9,280

雇用促進奨励金 4,404 5,461

その他 14,824 10,575

営業外収益合計 30,480 42,086

営業外費用   

支払利息 93,017 82,423

社債発行費 2,817 －

持分法による投資損失 10,029 9,537

その他 20,040 21,849

営業外費用合計 125,904 113,810

経常利益 367,273 858,303

特別利益   

収用補償金 121,502 －

段階取得に係る差益 － 6,554

負ののれん発生益 － 891

特別利益合計 121,502 7,446

特別損失   

固定資産除却損 109,745 76,352

投資有価証券評価損 13,747 －

固定資産売却損 － 103,236

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,528 22,917

減損損失 11,121 52,793

本社移転費用 24,071 －

その他 2,426 1,467

特別損失合計 163,641 256,767

税金等調整前四半期純利益 325,134 608,982

法人税等 199,430 254,722

少数株主損益調整前四半期純利益 125,704 354,260

少数株主損失（△） － △10,242

四半期純利益 125,704 364,502
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,704 354,260

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,545 53,257

為替換算調整勘定 － 1,590

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,848 △3,154

その他の包括利益合計 △13,394 51,694

四半期包括利益 112,309 405,954

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 112,309 417,694

少数株主に係る四半期包括利益 － △11,740
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日） 

  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．セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント間の取引消去であります。   

 ２．セグメント利益又は損失（△）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。 

  ３．売上高にはその他の営業収入を含めております。 
  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年11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はセグメント間の取引消去であります。   

 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。 

  ３．売上高にはその他の営業収入を含めております。 
  

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 

 「長崎ちゃんぽん」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間中に退店が決定した店舗に対し、減

損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は 千円であります。 

 報告セグメントに含まれない全社資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は

千円であります。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 

長崎 
ちゃんぽん 

とんかつ 和食 
設備

メンテナンス
合計 

売上高 （注）３               

外部顧客への売上高  18,839,685  6,252,062    150,834    371,523  25,614,106    －    25,614,106

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 105,101    31,661    －  1,030,595    1,167,358    △1,167,358    －

計    18,944,787  6,283,724    150,834  1,402,119    26,781,465    △1,167,358    25,614,106

セグメント利益又は損

失（△） 
   246,568    99,711    △4,987    119,477    460,770    1,926    462,697

  

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 

長崎 
ちゃんぽん 

とんかつ 和食 
設備

メンテナンス
合計 

売上高 （注）３               

外部顧客への売上高  20,227,412  6,514,646    151,958    210,215  27,104,231  －    27,104,231

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

   －    －    －    936,731    936,731    △936,731    －

計    20,227,412  6,514,646    151,958  1,146,946    28,040,963    △936,731    27,104,231

セグメント利益    468,161    365,170    2,008    89,660    925,001    5,025    930,027

18,004

34,789
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 (1)フランチャイズ店舗の売上高を加味した総売上高  

  

５．補足情報

期別 項目 

長崎ちゃんぽん事業 とんかつ事業 

和食 

事業 

外販 

事業 
その他 合計 

直営店 
フランチ

ャイズ店 
合計 直営店 

フランチ

ャイズ店
合計 

平成26年 

２月期 

第3四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
17,292  5,673 22,965 6,009 1,113 7,123  151  236 286 30,764

店舗数 

（店） 
386  156 542 86 18 104  1 － － 647

平成25年 

２月期 

第3四半期 

連結累計

期間  

売上高 

(百万円) 
16,380  4,889 21,270 5,696 1,052 6,748  150  190 469 28,828

店舗数 

（店） 
389  136 525 87 18 105  1 － － 631

対前年比

率 

売上高 ％105.6 ％116.0 ％108.0 ％105.5 ％105.8 ％105.6 ％100.9 ％124.2 ％61.1 ％106.7

店舗数 ％99.2 ％114.7 ％103.2 ％98.9 ％100.0 ％99.0 ％100.0 － － ％102.5

（注）当社グループはフランチャイズ事業を拡大しており、外部売上高の純粋比較ができるように、参考資料として掲

示しております。 

 なお、連結損益計算書に記載されている売上高は、フランチャイズ店舗から受け取るロイヤリティー収入と材料

等売上高を計上しているため、この表の数値とは一致いたしません。  
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