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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 12,370 5.9 300 156.0 259 99.7 197 26.1
24年3月期第2四半期 11,681 △1.8 117 △12.7 130 16.8 156 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 182百万円 （31.8％） 24年3月期第2四半期 138百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 22.37 ―
24年3月期第2四半期 17.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 11,654 3,288 28.2
24年3月期 11,067 3,119 28.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,288百万円 24年3月期  3,119百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 1.50 1.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

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 24,300 4.7 480 24.0 440 1.0 130 △61.7 14.70



(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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(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
半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は完了しておりません。 

※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。業績予想に関する事項について
は、添付資料２ページをご参照ください。 

※  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
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 8,882,908 株 24年3月期 8,882,908 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 52,493 株 24年3月期 52,314 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,830,492 株 24年3月期2Q 8,830,689 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復傾向も見ら

れましたが、海外経済の減速、円高の影響等から個人消費を含めた停滞感もあり、なお先行き不透明な状況が続い

ております。 

外食産業におきましては、お客様の節約・低価格志向が依然強く、加えて業界内の競争・競合の激化や食材価格

の高騰等により経営環境が益々厳しくなっております。 

このような状況の中で当社グループといたしましては業界 先端企業を目指し、「鮮度と笑顔」をキーワード

に、他社との差異化を図り、より一層の接客サービスの向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高123億７千万円（前年同期比5.9％増）、営業利益３億円

（前年同期比156.0％増）、経常利益２億５千９百万円（前年同期比99.7％増）、四半期純利益１億９千７百万円

（前年同期比26.1％増）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（レストラン事業） 

レストラン事業におきましては、既存店の来店客数増加を維持し、客単価アップを図るとともに、店舗収益力を

強化するため、各種営業政策を実施してまいりました。 

店舗展開につきましては、前連結会計年度と同様に「魚べい」に経営資源を集中し、「すしおんど」から「魚べ

い」への業態転換を推進いたしました。 

当第２四半期連結累計期間におきましては、新設店４店舗を出店し、不採算店等６店舗を退店したことにより、

総店舗数は163店舗となりました。また、改装等につきましては業態転換を含め11店舗を実施いたしました。 

この結果、レストラン事業の業績は、売上高118億１千２百万円（前年同期比6.1％増）、セグメント利益２億２

千７百万円（前年同期比505.2％増）となりました。 

（フランチャイズ事業） 

フランチャイズ事業におきましては、フランチャイズ先との良好な関係維持と新規出店の促進を図るため、派遣

指導等を充実するとともに季節メニューの紹介や食材の販売強化に取り組んでまいりました。 

店舗展開につきましては、香港に４店舗を出店し、また、香港で１店舗閉店したことにより、総店舗数は62店舗

となりました。 

この結果、フランチャイズ事業の業績は、売上高５億８千６百万円（前年同期比1.8％増）、セグメント利益１

億６千４百万円（前年同期比30.9％増）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ５億８千７百万円増加し、116億５千４百万

円となりました。負債合計は前連結会計年度末に比べ４億１千７百万円増加し、83億６千５百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億６千９百万円増加し、32億８千８百万円となりました。この結果、自

己資本比率は28.2％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間までの当社グループの業績と今後の経営環境を踏まえ、平成24年５月10日に公表いたし

ました連結業績予想を修正いたしました。なお、詳細は本日公表の「第２四半期（累計）業績予想との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

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 

（減価償却方法の変更） 

当社及び在外連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産の減価償却方法は定率法

（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに在外連結子会社の建物については

定額法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

この変更は、直近３連結会計年度における多数の不採算店舗の退店、既存店の業態転換を含めた改装等の実

施及び新規出店を実施したことを機に、有形固定資産等の使用状況を検証した結果、店舗運営コストと売上の

対応の観点から、設備投資のコストを毎期平均的に負担させることが会社の経済的実態を合理的に反映させる

ことができると判断し、定額法に変更するものであります。 

この変更による、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,050,063 3,231,190

売掛金 142,589 155,642

商品及び製品 237,512 241,313

原材料及び貯蔵品 58,333 43,496

その他 531,280 574,562

貸倒引当金 △2,018 △2,446

流動資産合計 4,017,761 4,243,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,530,453 5,430,848

土地 761,962 728,824

リース資産 1,539,564 1,953,022

その他 1,004,780 1,013,470

減価償却累計額 △5,072,419 △5,034,726

有形固定資産合計 3,764,341 4,091,439

無形固定資産 171,667 186,256

投資その他の資産   

差入保証金 2,263,874 2,274,270

投資不動産 1,027,316 1,230,661

減価償却累計額 △432,150 △602,894

その他 258,829 235,220

貸倒引当金 △4,353 △4,373

投資その他の資産合計 3,113,517 3,132,884

固定資産合計 7,049,526 7,410,580

資産合計 11,067,288 11,654,338
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 922,434 808,019

短期借入金 1,251,910 1,279,688

未払法人税等 93,000 63,000

賞与引当金 175,000 163,000

資産除去債務 1,500 17,000

その他 1,388,177 1,510,224

流動負債合計 3,832,021 3,840,932

固定負債   

長期借入金 2,103,641 2,317,211

リース債務 1,141,389 1,385,865

資産除去債務 315,252 318,678

その他 555,559 503,118

固定負債合計 4,115,842 4,524,873

負債合計 7,947,863 8,365,805

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,151,528 1,151,528

資本剰余金 1,344,671 1,344,671

利益剰余金 857,556 1,041,862

自己株式 △70,332 △70,510

株主資本合計 3,283,424 3,467,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,178 884

為替換算調整勘定 △165,178 △179,902

その他の包括利益累計額合計 △163,999 △179,018

純資産合計 3,119,424 3,288,533

負債純資産合計 11,067,288 11,654,338
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 11,681,402 12,370,012

売上原価 4,793,596 5,157,165

売上総利益 6,887,805 7,212,847

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,292,087 3,401,073

賞与引当金繰入額 138,828 154,859

その他 3,339,388 3,356,069

販売費及び一般管理費合計 6,770,303 6,912,002

営業利益 117,502 300,844

営業外収益   

受取利息及び配当金 399 451

仕入割引 53,719 －

受取賃貸料 27,850 29,839

その他 30,397 21,541

営業外収益合計 112,366 51,831

営業外費用   

支払利息 42,538 48,519

為替差損 41,143 28,376

その他 16,185 16,140

営業外費用合計 99,867 93,036

経常利益 130,001 259,639

特別利益   

賃貸借契約解約損戻入益 73,460 －

特別利益合計 73,460 －

特別損失   

固定資産除却損 1,869 1,859

投資有価証券評価損 3,648 －

減損損失 20,654 －

賃貸借契約解約損 3,779 20,912

特別損失合計 29,952 22,772

税金等調整前四半期純利益 173,509 236,867

法人税、住民税及び事業税 30,911 51,801

法人税等調整額 △14,060 △12,485

法人税等合計 16,851 39,316

少数株主損益調整前四半期純利益 156,658 197,551

四半期純利益 156,658 197,551
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 156,658 197,551

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,941 △294

為替換算調整勘定 △20,108 △14,723

その他の包括利益合計 △18,166 △15,018

四半期包括利益 138,492 182,532

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 138,492 182,532

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。 

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△45,977千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

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。 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△91,670千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

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。   

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

減価償却方法の変更に記載のとおり、有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産の減価償却方法は定

率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに在外連結子会社の建物について

は定額法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。この変更によ

る、当第２四半期連結累計期間のレストラン事業及び調整額のセグメント利益への影響は軽微であります。  

（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

  （単位：千円）

  

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 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  11,132,870  548,531  11,681,402  －  11,681,402

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  27,475  27,475  △27,475  －

計  11,132,870  576,006  11,708,877  △27,475  11,681,402

セグメント利益  37,645  125,834  163,479  △45,977  117,502

  （単位：千円）

  

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 

レストラン フランチャイズ 計 

売上高           

外部顧客への売上高  11,812,786  557,225  12,370,012  －  12,370,012

セグメント間の内部売上
高または振替高 

 －  29,171  29,171  △29,171  －

計  11,812,786  586,397  12,399,183  △29,171  12,370,012

セグメント利益  227,825  164,690  392,515  △91,670  300,844
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