
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年2月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名株式会社ジー・テイスト 上場取引所 東
コード番号2694 URL http://www.g-taste.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉本 英雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 稲角 好宣 TEL 052-910-1729
四半期報告書提出予定日 平成26年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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） 

(注) 平成26年3月期第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年3月期第3四半期の数値及び対前年四半期増減率については記載して
おりません。 

(2) 連結財政状態 

(注) 平成26年3月期第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年3月期の数値については記載しておりません。  

(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 16,916 ― 645 ― 627 ― 862 ―
25年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 862百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 ―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3月期第3四半期 6.81 3.97
25年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 19,282 8,928 46.3
25年3月期 ― ― ―
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,928百万円 25年3月期 ―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 ： 有 
 

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 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 0.50 0.50

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 23,400 ― 640 ― 620 ― 520 ― 3.80



(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） ： 有 

(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ー手続は終了しており、四半期レビュー報告書を本日付で受領しております。 

※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、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」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社クック・オペレーション 、 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 168,369,394 株 25年3月期 74,364,376 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,216 株 25年3月期 1,729 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 126,663,430 株 25年3月期3Q 74,363,076 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や、金融緩和策等により

企業収益に改善が見られるなど、景気は緩やかに回復してきております。 

 当業界におきましては、景気回復の兆候に伴い、消費マインドに改善の兆しが見られるものの、

円安の影響による輸入価格の高騰や、平成 26 年４月から予定されている消費税増税の影響が懸念さ

れることから、景気の先行きに不透明感があり、取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況となって

おります。 

 このような環境の下、当社といたしましては、第２四半期連結会計期間において実施を致しまし

た吸収合併により、仕入・物流機能の共通化によるコスト削減と商品力の強化並びに店舗設備の改

善・強化を図ると共に、管理部門の統合による業務効率化とコスト削減を引き続き進めて参りまし

た。 

 また、外食店舗においては、不採算店舗の整理を進めると共に、ショッピングセンター内併設の

フードコートに適した業態等の新規出店を進め、経営の効率化と業績向上に取り組んで参りました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高 169 億 16 百万円、営業利益６億

45 百万円、経常利益６億 27 百万円、四半期純利益は、法人税等調整額３億 85 百万円の計上により、

８億 62 百万円となりました。 

  セグメント業績を示すと、次のとおりであります。 

 外食事業におきましては、食べ放題業態への取り組みを積極的に行い、「Green's K 鉄板ビュッフ

ェ」への加盟による門真店の取得を致しました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、新規に 12 店舗（すし業態１店舗、焼肉業態１店舗、食べ

放題業態２店舗、居酒屋業態１店舗、フードコート業態５店舗、その他レストラン２店舗）をオー

プン致しました。その他、不採算店８店舗の閉店を致しました結果、当第３四半期連結会計期間末

の店舗数は、366 店舗となりました。 

 以上の結果、外食事業の売上高 157 億 92 百万円、セグメント利益（営業利益）14 億 45 百万円と

なりました。 

 教育事業におきましては、当第３四半期連結累計期間において、新規開校を３校舎開校致しまし

た。また、不採算校舎を２校舎閉校を致しました結果、当第３四半期連結会計期間末の校舎数は 93

校舎となりました。（同一の施設内にて複数のブランドを展開する校舎については、１校舎として

カウントしております。） 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、契約諸条件の見直し等の影響により、

売上高８億１百万円、セグメント損失（営業損失）78 百万円となりました。 

 その他の事業には、不動産賃貸料等が含まれ、売上高３億 22 百万円、セグメント損失（営業損

失）４百万円となりました。 

 なお、第２四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結累

計期間との比較はしておりません。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、流動資産が 40 億円、固定資産が 152 億 81 百

万円となり、192 億 82 百万円となりました。負債総額は、流動負債が 54 億 96 百万円、固定負債が

48 億 57 百万円となり、103 億 53 百万円となりました。 

 なお、第２四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しておりますので、前連結会計年度末と

の比較はしておりません。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の業績予想につきましては、平成 25 年 11 月 14 日に公表いたしました業績予想

に変更はございません。 
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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 

平成 25 年８月１日に当社と株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社さかいの有する飲食店運

営事業に関する権利義務等を会社分割し、３社が共同で設立する株式会社クック・オペレーション

に承継させました。また同日、当社を合併存続会社、株式会社ジー・ネットワークス及び株式会社

さかいを合併消滅会社とする吸収合併を行ったことにより、株式会社クック・オペレーションは当

社の連結子会社となりました。 

 

（２）四半期連結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。 

 

（３）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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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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)

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 2,044,856

受取手形及び売掛金 660,556

商品及び製品 98,390

仕掛品 4,141

原材料及び貯蔵品 264,555

その他 952,347

貸倒引当金 △24,024

流動資産合計 4,000,823

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 4,184,200

土地 4,558,347

その他（純額） 368,170

有形固定資産合計 9,110,718

無形固定資産  

のれん 175,167

その他 167,906

無形固定資産合計 343,073

投資その他の資産  

敷金及び保証金 4,568,295

その他 1,630,754

貸倒引当金 △371,439

投資その他の資産合計 5,827,610

固定資産合計 15,281,402

資産合計 19,282,225

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,146,103

関係会社短期借入金 1,909,000

未払法人税等 40,831

引当金 46,754

資産除去債務 5,895

その他 2,347,841

流動負債合計 5,496,426

固定負債  

新株予約権付社債 3,276,757

退職給付引当金 46,300

資産除去債務 797,618
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

その他 736,656

固定負債合計 4,857,333

負債合計 10,353,760

純資産の部  

株主資本  

資本金 100,000

資本剰余金 7,557,326

利益剰余金 1,271,297

自己株式 △159

株主資本合計 8,928,464

その他の包括利益累計額  

その他の包括利益累計額合計 －

純資産合計 8,928,464

負債純資産合計 19,282,225
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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)

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 16,916,275

売上原価 6,050,853

売上総利益 10,865,422

販売費及び一般管理費 10,219,975

営業利益 645,446

営業外収益  

受取利息 6,483

受取配当金 131

業務受託料 31,681

その他 27,464

営業外収益合計 65,759

営業外費用  

支払利息 26,069

支払手数料 52,727

その他 4,849

営業外費用合計 83,645

経常利益 627,560

特別利益  

固定資産売却益 19,119

特別利益合計 19,119

特別損失  

固定資産売却損 938

固定資産除却損 2,651

店舗閉鎖損失 16,779

店舗閉鎖損失引当金繰入額 11,460

減損損失 44,414

特別損失合計 76,244

税金等調整前四半期純利益 570,435

法人税、住民税及び事業税 93,449

法人税等調整額 △385,719

法人税等合計 △292,270

少数株主損益調整前四半期純利益 862,706

四半期純利益 862,706
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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)

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 862,706

その他の包括利益  

その他の包括利益合計 －

四半期包括利益 862,706

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 862,706
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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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