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１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期報告書提出予定日 平成24年11月９日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日 

  （百万円未満切捨て）

（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３月期第２四半期  29,330  3.0  1,844  2.8  1,865  4.1  1,011  16.1

24年３月期第２四半期  28,477  3.6  1,794  －  1,792  －  871  －

  
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  59.60  －

24年３月期第２四半期  51.35  －

  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  28,197  19,474  69.1  1,147.39

24年３月期  29,293  18,673  63.7  1,100.21

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 19,474百万円   24年３月期 18,673百万円 

  
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  －  12.00  －  12.00  24.00

25年３月期  －  12.00       

25年３月期（予想）      －  12.00  24.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

３．平成25年３月期の業績予想（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）

  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  57,137  1.3  3,080  △0.3  3,103  0.1  1,678  10.8  98.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

  

  

（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） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  無   

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３月期２Ｑ 17,268,273株 24年３月期 17,268,273株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 295,852株 24年３月期 295,852株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 16,972,421株 24年３月期２Ｑ 16,972,488株 

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のレビュー手続は終了しております。

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「業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間（2012年４月１日から2012年９月30日まで）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復の

兆しが見られたものの、欧州債務危機を背景とした世界景気のさらなる下振れ懸念が高まり、依然として先行き不

透明な状況が続きました。 

 外食産業におきましては、個人消費が低調に推移する中、米をはじめとする原材料価格が上昇するなど、厳しい

経営環境が続いております。 

 当社はこのような状況のもと、ゼンショーグループのマス・マーチャンダイジング・システムにより安全な食材

の確保に努め、質の高いサービスと安全でおいしい「食」を通じてお客様に豊かさと幸せを提供することに取り組

むとともに、既存店の収益回復に全力で取り組んでまいりました。 

 当第２四半期累計期間末の店舗数につきましては、１店舗（直営店）の退店を行った結果、558店舗（直営476店

舗、ライセンシー82店舗）と、前期末と比較して１店舗の純減となりました。 

 売上高につきましては、既存店のＱＱＳＣ（クオリティ・クイックサービス・クリンリネス）の水準を向上させ

るとともに、それぞれの地域特性に合った効果的な販売促進や個店対策などを行った結果、前年同期が既存店売上

高前年比104.6％に対して、当第２四半期累計期間は101.7％と、既存店売上高が２期連続で前年を上回り推移いた

しました。 

 利益面におきましては、原材料価格や電気料の上昇など、コストの増加がありましたが、既存店売上高の増加と

労働生産性の改善などにより、最大限の利益確保に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高293億30百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益18億44百

万円（同2.8％増）、経常利益18億65百万円（同4.1％増）、四半期純利益10億11百万円（同16.1％増）となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の資産は前事業年度末と比較して10億95百万円減少し、281億97百万円となりました。

これは主に、未払法人税等の決済により現金及び預金や関係会社短期貸付金が減少したことによるものです。 

 負債は前事業年度末と比較して18億96百万円減少し、87億23百万円となりました。これは主に、未払法人税等の

決済による減少及び長期借入金の返済による減少等によるものです。 

 純資産は前事業年度末と比較して８億円増加し、194億74百万円となりました。これは主に、四半期純利益によ

る利益剰余金の増加等によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 2013年３月期通期の業績予想につきましては、2012年５月８日公表の業績予想から変更はございません。 

 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．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2012年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2012年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,604,326 1,251,511 

売掛金 473,421 473,119 

商品及び製品 78,392 49,011 

原材料及び貯蔵品 311,990 329,795 

関係会社短期貸付金 500,809 1,953 

その他 1,169,852 1,256,861 

流動資産合計 4,138,793 3,362,253 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,025,037 33,390,340 

減価償却累計額 △19,217,497 △19,698,158 

建物及び構築物（純額） 13,807,540 13,692,181 

機械装置及び運搬具 3,456,148 3,109,420 

減価償却累計額 △2,172,335 △1,853,952 

機械装置及び運搬具（純額） 1,283,812 1,255,467 

その他 6,168,546 6,609,374 

減価償却累計額 △3,587,561 △3,939,096 

その他（純額） 2,580,985 2,670,278 

有形固定資産合計 17,672,338 17,617,927 

無形固定資産 392,441 304,403 

投資その他の資産   

差入保証金 4,660,020 4,626,762 

その他 2,434,318 2,290,960 

貸倒引当金 △4,470 △4,470 

投資その他の資産合計 7,089,869 6,913,253 

固定資産合計 25,154,649 24,835,585 

資産合計 29,293,443 28,197,838 



（単位：千円）

前事業年度 
(2012年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(2012年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,765,760 1,742,371 

1年内返済予定の長期借入金 2,221,311 1,449,711 

未払法人税等 1,355,625 779,289 

賞与引当金 331,705 320,907 

その他 3,290,272 3,182,826 

流動負債合計 8,964,675 7,475,105 

固定負債   

長期借入金 563,388 158,333 

退職給付引当金 17,690 － 

資産除去債務 145,530 146,896 

その他 928,937 943,441 

固定負債合計 1,655,547 1,248,671 

負債合計 10,620,222 8,723,777 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,198,904 3,198,904 

資本剰余金 3,014,004 3,014,004 

利益剰余金 12,861,004 13,668,927 

自己株式 △428,742 △428,742 

株主資本合計 18,645,170 19,453,093 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,050 20,968 

評価・換算差額等合計 28,050 20,968 

純資産合計 18,673,221 19,474,061 

負債純資産合計 29,293,443 28,197,838 



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012年９月30日) 

売上高 28,477,945 29,330,337 

売上原価 9,056,676 9,724,632 

売上総利益 19,421,268 19,605,705 

販売費及び一般管理費 17,626,503 17,760,977 

営業利益 1,794,764 1,844,727 

営業外収益   

受取利息 16,475 15,119 

受取配当金 2,189 2,445 

受取賃貸料 99,605 112,611 

その他 20,472 22,577 

営業外収益合計 138,743 152,753 

営業外費用   

支払利息 46,294 24,288 

賃貸費用 90,188 102,757 

その他 4,795 5,125 

営業外費用合計 141,278 132,172 

経常利益 1,792,230 1,865,308 

特別損失   

固定資産処分損 5,256 69,315 

賃貸借契約解約損 12,063 20 

災害による損失 49,617 － 

減損損失 50,399 － 

株式事務委託解約損 － 7,971 

その他 5,574 － 

特別損失合計 122,912 77,306 

税引前四半期純利益 1,669,317 1,788,002 

法人税、住民税及び事業税 801,172 716,458 

法人税等調整額 △3,439 59,952 

法人税等合計 797,733 776,410 

四半期純利益 871,584 1,011,592 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 2011年４月１日 

 至 2011年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 2012年４月１日 

 至 2012年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,669,317 1,788,002 

減価償却費 1,247,203 1,308,824 

のれん償却額 9,802 9,802 

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,083 △10,798 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,420 △17,690 

減損損失 50,399 － 

受取利息及び受取配当金 △18,665 △17,565 

支払利息 46,294 24,288 

固定資産処分損益（△は益） 5,256 65,462 

賃貸借契約解約損 12,000 20 

災害損失 31,296 － 

売上債権の増減額（△は増加） △56,827 302 

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,925 11,576 

仕入債務の増減額（△は減少） 98,160 △23,388 

その他 402,409 △268,863 

小計 3,537,228 2,869,974 

利息及び配当金の受取額 3,369 3,247 

利息の支払額 △48,314 △25,641 

法人税等の支払額 △226,496 △1,229,175 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,265,787 1,618,405 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △549,207 △1,040,708 

有形固定資産の売却による収入 － 249,706 

無形固定資産の取得による支出 △820 △998 

長期前払費用の取得による支出 △1,790 － 

長期前払費用の売却による収入 － 1,625 

差入保証金の差入による支出 △4,597 △16,808 

差入保証金の回収による収入 12,205 20,066 

長期前払家賃の回収による収入 4,400 4,400 

長期前払家賃の支出 △20,000 － 

その他 70 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △559,738 △782,717 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △300,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,567,990 △1,176,655 

リース債務の返済による支出 △253,183 △309,287 

配当金の支払額 △201,370 △201,416 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,322,545 △1,687,359 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 383,503 △851,670 

現金及び現金同等物の期首残高 1,469,119 2,105,135 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,852,623 1,253,465 



 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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