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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 23,912 8.2 433 132.7 200 ― 19 ―
24年3月期第2四半期 22,099 1.5 186 △65.9 △50 ― △98 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 62百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △86百万円 （―％）

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 14.77 ―
24年3月期第2四半期 △75.57 ―

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

25年3月期第2四半期 41,606 16,723 39.8 12,692.33
24年3月期 43,390 16,792 38.4 12,763.52
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,575百万円 24年3月期  16,668百万円

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 ― 100.00 100.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 100.00 100.00

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  ：  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 50,000 4.2 2,600 17.5 2,000 25.9 800 76.6 612.59



(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P.2「１．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」をご覧ください。 

(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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料はTDnetで同時開示しています。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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 1,305,933 株 24年3月期 1,305,933 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 1,305,933 株 24年3月期2Q 1,299,589 株
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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 

 会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

１．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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２．四半期連結財務諸表 
（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 5,035 3,727

売掛金 344 374

営業貸付金 1,382 1,534

商品 42 30

貯蔵品 12 15

前払費用 477 513

繰延税金資産 379 347

その他 170 220

貸倒引当金 △66 △51

流動資産合計 7,779 6,713

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,407 18,775

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,726 △8,133

建物及び構築物（純額） 10,680 10,641

機械装置及び運搬具 12 12

減価償却累計額及び減損損失累計額 △10 △10

機械装置及び運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 2,458 2,529

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,050 △2,125

工具、器具及び備品（純額） 407 403

土地 9,661 9,661

リース資産 35 35

減価償却累計額及び減損損失累計額 △29 △32

リース資産（純額） 5 2

建設仮勘定 45 12

有形固定資産合計 20,803 20,725

無形固定資産   

のれん 2 －

その他 554 672

無形固定資産合計 557 672

投資その他の資産   

投資有価証券 131 135

関係会社株式 0 －

長期貸付金 1,030 973

長期前払費用 548 509

繰延税金資産 1,902 1,889

敷金及び保証金 10,629 9,979

その他 24 24

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 14,249 13,495

固定資産合計 35,610 34,893

資産合計 43,390 41,606
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（単位：百万円）

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 2,413 2,341

短期借入金 2,140 1,820

1年内返済予定の長期借入金 6,445 2,968

未払法人税等 450 136

賞与引当金 403 435

災害損失引当金 24 －

店舗閉鎖損失引当金 53 －

その他 3,228 3,299

流動負債合計 15,158 11,002

固定負債   

長期借入金 9,066 11,642

長期リース資産減損勘定 1,176 1,040

資産除去債務 1,080 1,089

その他 116 107

固定負債合計 11,439 13,880

負債合計 26,598 24,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,264 5,264

資本剰余金 5,210 5,210

利益剰余金 6,605 6,494

株主資本合計 17,080 16,969

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △412 △394

その他の包括利益累計額合計 △412 △394

少数株主持分 123 148

純資産合計 16,792 16,723

負債純資産合計 43,390 41,606
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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：百万円）

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 22,099 23,912

売上原価 10,253 11,128

売上総利益 11,846 12,783

販売費及び一般管理費 11,659 12,350

営業利益 186 433

営業外収益   

受取利息 6 7

受取配当金 0 0

受取賃貸料 10 10

貸倒引当金戻入額 17 －

その他 18 7

営業外収益合計 52 25

営業外費用   

支払利息 262 216

為替差損 4 4

支払手数料 4 15

その他 18 22

営業外費用合計 288 258

経常利益又は経常損失（△） △50 200

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

国庫補助金受贈益 － 23

特別利益合計 － 25

特別損失   

固定資産除却損 4 18

災害による損失 47 －

その他 2 －

特別損失合計 54 18

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△105 207

法人税、住民税及び事業税 62 123

法人税等調整額 △92 41

法人税等合計 △29 165

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△75 42

少数株主利益 22 22

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98 19
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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：百万円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△75 42

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △10 20

その他の包括利益合計 △10 20

四半期包括利益 △86 62

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △107 37

少数株主に係る四半期包括利益 21 24
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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）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
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