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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3月期第3四半期 63,342 △3.9 1,353 △22.3 1,387 △24.3 713 △19.2
25年3月期第3四半期 65,889 △1.6 1,741 △6.5 1,831 △4.0 882 8.7

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 694百万円 （△20.8％） 25年3月期第3四半期 876百万円 （7.0％）

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 31.78 ―
25年3月期第3四半期 39.31 ―

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 41,897 22,778 54.4 1,015.36
25年3月期 40,308 23,214 57.6 1,034.60
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 22,778百万円 25年3月期 23,214百万円

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3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
26年3月期 ― 25.00 ―
26年3月期（予想） 25.00 50.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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）

（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 81,000 △5.7 700 △70.8 800 △68.1 100 △91.7 4.46



(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 

（注）特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間において、フェニックス・フーズ株式会社、ケイ・ダイニング株式会社（平成26
年４月１日付で「日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社」に商号変更予定）、レッドルーフ・ピザ株式会社（平成26年１月31日付で「株式会社フェニック
ス」に商号変更）及びレッドルーフ・ナチュラル株式会社（平成26年１月31日付で「ナチュラル・ダイニング株式会社」に商号変更）を設立したため、連結の範
囲に含めております。 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※ 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
②①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 22,783,000 株 25年3月期 22,783,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 348,715 株 25年3月期 345,235 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 22,436,393 株 25年3月期3Q 22,444,303 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、現政権下による経済政策等の効果もあり、企業収

益に改善が見られるなど、景況は緩やかに回復しつつありますが、海外における経済不安、今後の税制

改革の影響など、引き続き先行きは不透明な状態が続いております。 

外食業界におきましても、生活防衛意識による節約・低価格志向が継続しており、依然として厳しい

経営環境が続きました。 

こうした環境の下、当社グループ（当社及び連結子会社）は、新中期経営計画『ＡＢＲ2014-

Achieving Breakthrough Results ２nd Stage-』に基づき、「ＫＦＣ事業の新たな挑戦」「ピザハット

事業の構造改革」「新規事業のビジネスモデル確立」を重点施策と位置づけ、ブランド価値の一層の向

上を目指すとともにその確実な実現に向け、「ＩＴの戦略的活用と新しいマーケティング手法の確立」

「人材育成と組織能力の強化」「事業基盤の強化」を掲げ、迅速且つ機動的に実行してまいりました。

また、「食の安全・安心」に注力するとともに、新商品の投入やマスメディアやソーシャルメディア

などといったクロスメディアの活用による広告宣伝活動を展開しました。 

しかしながら、消費者の節約志向の恒常化の影響により、当社グループの当第３四半期連結累計期間

の業績は、売上高は633億４千２百万円（対前年同期比3.9％減）、営業利益は13億５千３百万円（同

22.3％減）、経常利益は13億８千７百万円（同24.3％減）、四半期純利益は７億１千３百万円（同

19.2％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の連結財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は15億８千８百万

円増加し、418億９千７百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加39億３千万円、売

掛金の増加20億５千８百万円、有価証券の減少39億９千９百万円及び有形・無形固定資産の減少２億８

千３百万円等によるものであります。 

負債は20億２千３百万円増加し、191億１千８百万円となりました。その主な要因は、買掛金の増加

24億４千５百万円、未払金の増加４億８百万円、未払法人税等の減少７億３千５百万円及び賞与引当金

の減少４億１千３百万円等によるものであります。 

純資産は227億７千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３千５百万円減少し、自己資本比

率は54.4％となっております。その主な要因は、四半期純利益の計上７億１千３百万円、剰余金の配当

による減少11億２千１百万円及び自己株式の取得による減少７百万円等によるものであります。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月７日に公表しました「平成26年３月期

第２四半期決算短信」に記載の平成26年３月期の通期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31

日）に変更はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間において、フェニック

ス・フーズ株式会社、ケイ・ダイニング株式会社（平成26年４月１日付で「日本ケンタッキー・フライ

ド・チキン株式会社」に商号変更予定）、レッドルーフ・ピザ株式会社（平成26年１月31日付で「株式

会社フェニックス」に商号変更）及びレッドルーフ・ナチュラル株式会社（平成26年１月31日付で「ナ

チュラル・ダイニング株式会社」に商号変更）を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,502 17,433

売掛金 3,775 5,833

有価証券 3,999 －

商品 668 486

原材料及び貯蔵品 61 72

前払費用 414 420

短期貸付金 8 8

繰延税金資産 376 172

その他 764 1,110

貸倒引当金 △231 △172

流動資産合計 23,340 25,364

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,090 2,189

土地 2,647 2,647

その他（純額） 1,446 1,286

有形固定資産合計 6,184 6,122

無形固定資産   

のれん 2 0

ソフトウエア 2,650 2,515

ソフトウエア仮勘定 188 106

その他 109 106

無形固定資産合計 2,950 2,728

投資その他の資産   

投資有価証券 162 132

差入保証金 5,788 5,651

繰延税金資産 1,734 1,758

その他 294 309

貸倒引当金 △145 △169

投資その他の資産合計 7,833 7,681

固定資産合計 16,968 16,532

資産合計 40,308 41,897
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,568 9,013

未払金 4,187 4,596

リース債務 211 192

未払法人税等 788 53

未払費用 213 277

賞与引当金 509 96

役員賞与引当金 30 －

資産除去債務 4 11

その他 515 717

流動負債合計 13,029 14,958

固定負債   

リース債務 207 117

退職給付引当金 2,696 2,776

役員退職慰労引当金 64 －

ポイント引当金 81 57

長期未払金 － 204

資産除去債務 618 606

その他 395 398

固定負債合計 4,065 4,159

負債合計 17,094 19,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,297 7,297

資本剰余金 10,430 10,430

利益剰余金 6,165 5,756

自己株式 △710 △717

株主資本合計 23,182 22,766

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31 12

その他の包括利益累計額合計 31 12

純資産合計 23,214 22,778

負債純資産合計 40,308 41,897
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 65,889 63,342

売上原価 35,778 34,272

売上総利益 30,110 29,069

販売費及び一般管理費 28,368 27,716

営業利益 1,741 1,353

営業外収益   

受取利息 9 4

受取配当金 2 2

受取賃貸料 175 113

その他 37 15

営業外収益合計 224 135

営業外費用   

支払利息 10 9

店舗改装等固定資産除却損 26 27

賃貸費用 75 54

その他 21 10

営業外費用合計 134 101

経常利益 1,831 1,387

特別利益   

受取補償金 41 16

店舗譲渡益 29 56

特別利益合計 71 72

特別損失   

固定資産除却損 22 20

店舗閉鎖損失 2 7

減損損失 0 3

特別損失合計 25 31

税金等調整前四半期純利益 1,877 1,428

法人税、住民税及び事業税 811 524

法人税等調整額 182 191

法人税等合計 994 715

少数株主損益調整前四半期純利益 882 713

四半期純利益 882 713
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 882 713

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 △18

その他の包括利益合計 △6 △18

四半期包括利益 876 694

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 876 694

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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