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1.  平成25年6月期第1四半期の業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

（注）当社は、平成24年７月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年6月期第1四半期 1,474 5.0 127 10.3 145 10.3 82 10.6
24年6月期第1四半期 1,404 10.2 115 292.7 131 253.2 75 695.6

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6月期第1四半期 50.76 49.15
24年6月期第1四半期 47.27 45.68

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第1四半期 2,750 1,102 39.9
24年6月期 2,741 1,019 37.1

（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  1,098百万円 24年6月期  1,015百万円

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  

・配当予想の修正については、本日（平成24年11月５日）公表の「平成25年６月期配当予想の修正（記念配当及び期末配当）に関するお知らせ」をご参照下さ
い。 

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年6月期 ―

25年6月期（予想） 15.00 ― 30.00 45.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 3,100 5.2 294 5.7 315 0.3 157 0.6 96.38
通期 6,500 12.5 565 27.2 600 19.1 300 16.3 183.51



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

（注）当社は、平成24年７月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定して期末発 
行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

※  注記事項

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） 25年6月期1Q 1,695,600 株 24年6月期 1,695,600 株

② 期末自己株式数 25年6月期1Q 60,800 株 24年6月期 60,800 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 1,634,800 株 24年6月期1Q 1,586,800 株

※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、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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要やエコカー補助金等の政策効果により、企業におけ

る生産、設備投資が増加するなど企業マインドは改善し、また一般消費者の消費意識の緩やかな改善により、一部

の産業で持ち直しの動きがみられたものの、長引く円高水準の為替レートや欧州債務危機等の影響による景気低迷

リスクが、国内景気の先行きに暗い影を落としております。 

 外食産業におきましては、個人消費は緩やかな回復傾向にあるものの、原材料価格や電気料等のコスト上昇によ

る企業収益圧迫や、消費税率引き上げなどの個人所得への先行き懸念等により、引き続き厳しい状況が続いており

ます。 

 このような状況の中、当社は関西、関東ともに既存店は堅調に推移しており、関東においては従来の「Casual 

Dining KICHIRI」に加え、「いしがまやハンバーグ」の認知度が着実に向上したことも、当社収益拡大の要因とな

っております。また、平成24年９月にオープンした「KICHIRI渋谷宮益坂下」では、昨今話題となっている”ジビ

エ料理”や、有名ワイナリー「ケンゾーエステート」のプレミアムワインを提供するなど、「高級感」と「納得

感」のある付加価値の高いサービスにより、当社ブランド力の更なる向上が期待できます。 

 その結果、当第１四半期累計期間における売上高は1,474百万円（前期比5.0％増）、営業利益127百万円（前期

比10.3％増）、経常利益145百万円（前期比10.3％増）、四半期純利益82百万円（前期比10.6％増）となりまし

た。 

 なお、当社はセグメント情報の記載を省略しているため、セグメント業績の記載を省略しております。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における資産合計は2,750百万円となり、前事業年度末と比較して９百万円増加してお

ります。 

 流動資産合計は697百万円となり、前事業年度末と比較して11百万円減少しております。減少の主な要因は、法

人税等の支払い等により現金及び預金の減少14百万円があったことによるものであります。 

 固定資産合計は2,052百万円となり、前事業年度末と比較して21百万円増加しております。保証金代預託の実行

等による差入保証金の減少50百万円があったものの、新規出店に伴う設備投資等により有形固定資産残高が76百万

円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は1,648百万円となり、前事業年度末と比較して73百万円減少してお

ります。 

 流動負債合計は1,073百万円となり、前事業年度末と比較して80百万円減少しております。減少の主な要因は、

新規出店に伴う設備購入等により未払金が94万円増加したものの、税金の支払い等に伴う未払法人税等の減少138

百万円及び未払消費税等の減少24百万円によるものであります。 

 固定負債合計は574百万円となり、前事業年度末と比較して７百万円増加しております。増加の主な要因は、リ

ース料の支払い等によりリース債務が５百万円減少したものの、新規出店に係る新規借入等により長期借入金が20

百万円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,102百万円となり、前事業年度末と比較して82百万円増加して

おります。これは、四半期純利益82百万円の計上に伴い利益剰余金が増加したことによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年６月期の業績予想につきましては、平成24年８月10日発表の業績予想に変更はありません。 

   

（１）四半期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。 

   

（２）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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表等 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 424,406 409,511

売掛金 75,733 75,617

原材料及び貯蔵品 36,408 40,053

その他 175,052 174,612

貸倒引当金 △2,017 △2,017

流動資産合計 709,584 697,777

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,009,051 1,085,233

その他（純額） 175,494 175,609

有形固定資産合計 1,184,545 1,260,843

無形固定資産 8,057 7,573

投資その他の資産   

差入保証金 755,610 705,244

その他 86,924 79,997

貸倒引当金 △3,650 △730

投資その他の資産合計 838,884 784,512

固定資産合計 2,031,488 2,052,928

資産合計 2,741,072 2,750,705

負債の部   

流動負債   

買掛金 132,215 134,153

1年内返済予定の長期借入金 390,935 369,230

未払法人税等 192,180 53,763

賞与引当金 － 12,778

資産除去債務 4,570 4,570

その他 434,201 499,068

流動負債合計 1,154,102 1,073,562

固定負債   

長期借入金 411,583 431,930

資産除去債務 － 2,595

その他 155,736 139,981

固定負債合計 567,319 574,506

負債合計 1,721,422 1,648,069



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 371,021 371,021

資本剰余金 331,021 331,021

利益剰余金 340,342 423,328

自己株式 △26,554 △26,554

株主資本合計 1,015,830 1,098,816

新株予約権 3,819 3,819

純資産合計 1,019,650 1,102,636

負債純資産合計 2,741,072 2,750,705



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,404,564 1,474,226

売上原価 359,659 379,715

売上総利益 1,044,904 1,094,511

販売費及び一般管理費 929,137 966,825

営業利益 115,766 127,685

営業外収益   

受取利息 5 1

協賛金収入 14,354 13,869

その他 5,217 5,929

営業外収益合計 19,577 19,800

営業外費用   

支払利息 3,127 2,126

その他 539 133

営業外費用合計 3,666 2,259

経常利益 131,677 145,227

特別利益   

新株予約権戻入益 2,437 －

特別利益合計 2,437 －

税引前四半期純利益 134,114 145,227

法人税、住民税及び事業税 52,911 49,682

法人税等調整額 6,195 12,559

法人税等合計 59,106 62,241

四半期純利益 75,008 82,985



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

 当社の報告セグメントは、「飲食事業」及び「通販事業」の２つを報告セグメントとしております。な 

お、「通販事業」の相対的割合が低く、セグメント情報の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を 

省略しております。  

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 

 当社は「飲食事業」「通販事業」及び「コンサルティング事業」を行っております。当社の報告セグメ 

ントは「飲食事業」のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省 

略しております。 

  

   

（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
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