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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３四半期 43,959 2.2 1,945 △15.1 2,018 △13.2 1,052 △14.6 

25年３月期第３四半期 43,030 1.5 2,291 △0.5 2,325 0.8 1,231 9.0 

  
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３四半期 62.00 - 

25年３月期第３四半期 72.58 - 

  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３四半期 28,089 20,654 73.5 1,216.97 

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３四半期 20,654百万円   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   

  （％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 

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。 

※  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、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

    予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
  

（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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 16,972,349株 25年３月期３Ｑ 16,972,409株 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間（2013年４月１日から2013年12月31日まで）におけるわが国経済は、現政権による経済政

策・金融政策の効果により景気回復の動きがみられたものの、未だ可処分所得の本格的な回復には至っておらず、

不透明な状況が続きました。 

 外食産業におきましては、食材価格及びエネルギーコストが上昇していることに加え、消費税増税に伴い家計の

消費減退が懸念される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３四半期会計期間末の店舗数につきましては、10店舗の出店（新規出店２店舗、グループ内業態転換８店

舗）、３店舗の退店を行った結果、565店舗（直営482店舗、ライセンシー83店舗）と、前期末と比較し７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３四半期累計期間の既存店売上高前年比は100.9％となり、新規出店等による売上

増も合わせ、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３四半期累計期間の業績は、売上高439億59百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益19億45百

万円（同15.1％減）、経常利益20億18百万円（同13.2％減）、四半期純利益10億52百万円（同14.6％減）となりま

した。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期会計期間末の資産は前事業年度末と比較して４億12百万円増加し、280億89百万円となりました。

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１億99百万円減少し、74億34百万円となりました。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６億12百万円増加し、206億54百万円となりました。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３四半期会計期間 
(2013年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,137,005 1,250,680 

売掛金 509,626 573,784 

商品 51,368 56,242 

原材料及び貯蔵品 316,753 454,952 

その他 1,043,582 954,986 

流動資産合計 3,058,336 3,290,645 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,057,567 34,964,325 

減価償却累計額 △20,337,913 △21,199,033 

建物及び構築物（純額） 13,719,653 13,765,291 

機械装置及び運搬具 3,410,634 4,135,638 

減価償却累計額 △1,958,801 △2,166,381 

機械装置及び運搬具（純額） 1,451,832 1,969,257 

その他 6,707,630 7,113,529 

減価償却累計額 △4,350,489 △4,865,816 

その他（純額） 2,357,141 2,247,712 

有形固定資産合計 17,528,627 17,982,261 

無形固定資産 260,744 214,886 

投資その他の資産   

差入保証金 4,601,180 4,681,966 

その他 2,232,065 1,924,159 

貸倒引当金 △4,470 △4,470 

投資その他の資産合計 6,828,775 6,601,655 

固定資産合計 24,618,147 24,798,803 

資産合計 27,676,484 28,089,449 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,841,724 2,013,338 

1年内返済予定の長期借入金 498,111 130,555 

関係会社短期借入金 108,904 822,459 

未払法人税等 638,567 153,894 

賞与引当金 264,090 65,233 

その他 3,345,150 3,658,301 

流動負債合計 6,696,548 6,843,783 



（単位：千円）

前事業年度 
(2013年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(2013年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 65,277 － 

資産除去債務 148,255 147,208 

その他 724,138 443,565 

固定負債合計 937,671 590,774 

負債合計 7,634,220 7,434,558 

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 14,870,838 

自己株式 △428,854 △428,854 

株主資本合計 20,009,884 20,654,891 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,379 － 

評価・換算差額等合計 32,379 － 

純資産合計 20,042,264 20,654,891 

負債純資産合計 27,676,484 28,089,449 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年12月31日) 

売上高 43,030,758 43,959,028 

売上原価 14,329,981 15,100,101 

売上総利益 28,700,777 28,858,927 

販売費及び一般管理費 26,409,546 26,912,946 

営業利益 2,291,230 1,945,980 

営業外収益   

受取利息 22,474 21,552 

受取配当金 4,585 3,961 

受取賃貸料 165,772 162,525 

その他 37,015 55,179 

営業外収益合計 229,848 243,219 

営業外費用   

支払利息 33,202 12,058 

賃貸費用 151,284 149,034 

その他 10,593 9,702 

営業外費用合計 195,080 170,794 

経常利益 2,325,998 2,018,405 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 62,647 

特別利益合計 － 62,647 

特別損失   

固定資産処分損 74,992 124,083 

賃貸借契約解約損 20 21 

減損損失 20,635 － 

株式事務委託解約損 7,971 － 

その他 － 20,134 

特別損失合計 103,619 144,238 

税引前四半期純利益 2,222,378 1,936,814 

法人税、住民税及び事業税 776,737 740,013 

法人税等調整額 213,840 144,457 

法人税等合計 990,577 884,471 

四半期純利益 1,231,801 1,052,343 



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）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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