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  （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５月期第３四半期  13,270  0.0  702  5.8  720  4.7  409  28.5

24年５月期第３四半期  13,267  0.3  664  △25.1  687  △24.7  318  △30.3

  
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５月期第３四半期  140.95  －

24年５月期第３四半期  109.69  －

  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５月期第３四半期  7,570  4,680  61.8  1,612.22

24年５月期  7,446  4,349  58.4  1,498.24

（参考）自己資本 25年５月期第３四半期 4,680百万円   24年５月期 4,349百万円 

  
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５月期  － 0.00 － 27.00  27.00

25年５月期  － 0.00 －     

25年５月期（予想）       27.00  27.00

（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５月期の業績予想（平成24年５月16日～平成25年５月15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  18,726  4.6  938  4.6  974  5.2  572  31.5  197.02

（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： 有

（注）詳細は、添付資料P.3「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 四半期財務諸表の作成に特有の会計

処理の適用」をご覧ください。

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５月期３Ｑ 2,903,600株 24年５月期 2,903,600株

②  期末自己株式数 25年５月期３Ｑ 298株 24年５月期 273株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期３Ｑ 2,903,326株 24年５月期３Ｑ 2,903,327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きの対象外であり、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きが実施中です。

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、本資料の発表日において当社が入手可能な情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づき策定したものであり、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく

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P.2「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要や、政権交代後の円安及び株高の進行

等、景気回復への期待が高まる一方で、世界経済の減速や欧州の債務問題などにより、依然として先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

 外食産業におきましても、デフレの長期化や雇用・所得環境の改善が見込まれない中、消費者の低価格志向や生

活防衛意識が定着し、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況において、当社は経営理念に掲げる「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝と喜び』を頂く

ことを私達の使命と致します。」に基づいた「おいしい舞台」作りのために、「飽きの来ない旬の食材」「鮮度」

「海の香り」「魚屋の精神」「番屋の雰囲気」を追求するとともに、「おいしい舞台」を完成させるために、「親

切・思いやり・誠実さ」に溢れた接客・サービスを愚直に実践し、全社一丸となってお客様に愛される店舗づくり

に邁進いたしました。 

 店舗開発につきましては、当第３四半期累計期間における出退店はなく、当第３四半期会計期間末の店舗数は79

店舗となっております。 

 販売促進につきましては、銚子丸らしい商品の拡充と時節の食材によるイベントの継続的開催を実施し、特に産

地直送に注力するとともに、当社の主力食材である「生本まぐろ」にこだわったメニューの充実を図り、お客様の

来店動機高揚に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は前年とほぼ同額の132億70百万円（前年同期比0.0％増）、

営業利益は７億２百万円（同5.8％増）、経常利益７億20百万円（同4.7％増）、四半期純利益は４億９百万円（同

28.5％増）となりました。 

  

（２）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 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ１億24百万円増加し、75億70百万円（前事業年度

末比1.7％増）となりました。主な要因は、次のとおりであります。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ２億４百万円増加し、45億62百万円（同4.7％増）となりました。主な内訳

は、現金及び預金の増加31百万円ならびに原材料及び貯蔵品の増加１億24百万円であります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ79百万円減少し、30億７百万円（同2.6％減）となりました。これは、減価償

却等による店舗設備の減少によるものです。  

（負債・純資産） 

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ２億６百万円減少し、28億89百万円（前事業年度

末比6.7％減）となりました。主な要因は次のとおりであります。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ１億65百万円減少し、22億54百万円（同6.8％減）となりました。主な内訳

は、買掛金の減少１億15百万円、未払金の減少１億20百万円及び未払法人税等の減少１億86百万円ならびに納税資

金として調達した短期借入金の増加２億15百万円であります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ41百万円減少し、６億35百万円（同6.1％減）となりました。 

 純資産は、前事業年度末に比べ３億30百万円増加し、46億80百万円（同7.6％増）となりました。主な内訳は、

当第３四半期累計期間の四半期純利益４億９百万円及び第35期期末配当金の支払78百万円であります。 

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見通しにつきましては、売上高187億26百万円、営業利益９億38百万円、経常利益９億74百万円、当

期純利益５億72百万円を見込んでおり、現時点で変更はございません。 

 今後の見通しにつきましては、引き続き「すし銚子丸」業態に事業領域を集中し、東京都、千葉県、埼玉県、神

奈川県の一都三県に出店地域を特化して新規出店を推進してまいります。第36期（平成24年５月16日から平成25年

５月15日まで）の新規出店数は、６店舗を計画しております。 

 但し、当社では、新規出店に際しては店舗の採算性を重視しているため、計画した店舗数に見合った出店候補地

を十分に確保できない場合や、食材に係る安全性の問題、市況変動等が生じた場合には、当社の業績見通しに影響

を与える可能性があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。   

     

   

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

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年５月15日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,861,048 3,892,062

売掛金 11,416 14,137

原材料及び貯蔵品 212,636 337,632

預け金 78,049 84,012

その他 195,295 234,676

流動資産合計 4,358,446 4,562,521

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,119,270 1,050,313

その他（純額） 533,014 514,581

有形固定資産合計 1,652,285 1,564,894

無形固定資産 63,144 62,794

投資その他の資産   

敷金及び保証金 779,030 775,313

建設協力金 324,327 292,733

その他 269,890 313,269

貸倒引当金 △1,078 △1,078

投資その他の資産合計 1,372,170 1,380,239

固定資産合計 3,087,600 3,007,928

資産合計 7,446,046 7,570,450

負債の部   

流動負債   

買掛金 862,883 747,764

短期借入金 90,000 305,000

未払金 884,040 763,258

未払法人税等 302,352 115,571

賞与引当金 72,700 88,880

株主優待引当金 26,921 23,281

その他 180,520 210,522

流動負債合計 2,419,417 2,254,278

固定負債   

資産除去債務 163,121 164,515

長期未払金 359,700 359,700

その他 153,925 111,201

固定負債合計 676,746 635,417

負債合計 3,096,164 2,889,695
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年５月15日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 3,797,885 4,128,728

自己株式 △636 △696

株主資本合計 4,350,028 4,680,811

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △146 △56

評価・換算差額等合計 △146 △56

純資産合計 4,349,882 4,680,755

負債純資産合計 7,446,046 7,570,450
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年５月16日 
 至 平成24年２月15日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年５月16日 
 至 平成25年２月15日) 

売上高 13,267,124 13,270,007

売上原価 5,520,712 5,404,491

売上総利益 7,746,412 7,865,515

販売費及び一般管理費 7,081,884 7,162,528

営業利益 664,527 702,987

営業外収益   

受取利息 4,199 3,846

協賛金収入 18,126 11,992

その他 7,621 7,278

営業外収益合計 29,947 23,117

営業外費用   

支払利息 4,030 2,907

現金過不足 2,249 1,574

その他 465 1,501

営業外費用合計 6,745 5,983

経常利益 687,728 720,121

特別損失   

固定資産除却損 － 1,286

減損損失 45,901 －

店舗閉鎖損失 3,611 －

特別損失合計 49,512 1,286

税引前四半期純利益 638,216 718,834

法人税等 319,754 309,602

四半期純利益 318,462 409,232
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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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