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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 7,072 14.7 1,015 4.7 1,011 4.2 574 △0.3
25年3月期第1四半期 6,163 10.6 969 48.6 970 47.1 575 53.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 589百万円 （0.9％） 25年3月期第1四半期 584百万円 （53.5％）

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

26年3月期第1四半期 23.53 23.45
25年3月期第1四半期 23.60 23.58

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

26年3月期第1四半期 18,476 14,453 77.9 589.71
25年3月期 19,103 14,098 73.5 575.53
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,395百万円 25年3月期  14,042百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31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) 14,000 10.7 1,100 △36.3 1,100 △36.8 700 △32.7 28.69
通期 30,300 11.1 3,200 2.7 3,200 1.5 1,900 △3.0 77.87



(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  ：  有  
（注）詳細は.添付資料3ページの「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続き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 
（連結業績予想などの将来予測情報に関する説明） 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は3ページをご覧ください。 
 
（その他特記事項に関する説明） 
詳細は、添付資料3ページの「1.当四半期決算に関する定性的情報 （4）その他特記事項に関する説明」をご覧ください。 

※  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） 26年3月期1Q 25,984,000 株 25年3月期 25,984,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,572,449 株 25年3月期 1,585,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 24,399,590 株 25年3月期1Q 24,398,600 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株高による消費者マインドの改善等が牽引し、景気は着実に

持ち直しています。当社サービスの対象である外食産業においては、消費者の外食支出に緩やかな増加がみられる

ものの、円高是正に伴う輸入食材コストの上昇もあり、厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境のもと、当社では４月に飲食店内設置端末「ぐるなびPRO認証システム3.0」をリリースし飲食店

へのサポートを強化したほか、６月に当社サイト『ぐるなび』のバージョンアップを行いユーザーの利便性向上に

努めてまいりました。 

  

 ４月に導入を開始した「ぐるなびPRO認証システム3.0」は、来店客がスマートフォンやフィーチャーフォンをか

ざすことにより、登録された氏名、生年月日、自店への来店履歴等を即時に確認、蓄積することができるシステム

です。飲食店にとっては顧客管理や来店客のリピート促進に活用でき、来店客にとっては「ぐるなびスーパー

「ぐ」ポイント」の獲得・利用のほか、当社発行の「ぐるなびデジタルマネー」での決済、５月にはJR東日本との

連携によりSuicaでの決済も可能にいたしました。同システムの契約状況は６月末時点で約1,300店と計画通りに滑

り出しました。 

  

 ６月17日に実施の当社サイト『ぐるなび』のバージョンアップでは、お店のウリや魅力を伝える「お店のこだわ

り」情報や当日の空席状況やイベントがわかる「お店の 新情報」を店舗ページへ追加したほか、お店の登録した

「こだわり」情報をキーワードとした検索を可能にし、飲食店の発信する情報と利用者のニーズのマッチング精度

を大幅に向上いたしました。このサイト・バージョンアップ後の月間アクセス数は昨年比29％増となりました。 

  

 これらの施策と同時に、「ターゲティング型ぐるなびe-DM」など効果的な集客・販促ツールの提供に引き続き注

力した結果、当第１四半期末の有料加盟店舗数は50,798店舗（前年同期比3.8％増）、当第１四半期におけるスト

ック型サービスの店舗当たり月次契約高は39,499円（前年同期比8.1％増）となりました。また、当第１四半期末

の無料加盟店舗数は71,364店（前年同期比41.4％増）となりました。 

  

 関連事業では、「ぐるなび食市場」「ぐるなびデリバリー」での取扱高が拡大したほか、「レッツエンジョイ東

京」で横浜エリアに特化したおでかけガイドアプリ「横浜100ガイド」や、店舗やイベント会場でチェックインも

しくはクチコミ投稿を行うとポイントを獲得できるアプリ「imaココデ」の提供を開始し、楽しく利便性の高いサ

ービスを拡充いたしました。 

 また、外国人に対して正しく日本の食文化を伝えると同時に、海外での日本ファンづくりを目的としたインバウ

ンド関連の取り組みとして、４月に日本の食文化を英語で紹介するサイト「Japan Trend Ranking」を開設いたし

ました。 

  

 以上のような活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,072百万円（前年同期比14.7％増）となりま

した。 

 事業の区分別売上高は次のとおりです。  

（注）上記の金額に、消費税等は含んでおりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

前年同期比 
（％） 

金額（千円） 金額（千円） 

基盤事業 

飲食店販促サービス       

  

ストック型サービス  5,360,752  5,990,514  111.7

スポット型サービス  245,907  347,803  141.4

小計  5,606,659  6,338,318  113.0

プロモーション  119,893  101,040  84.3

小計  5,726,553  6,439,358  112.4

関連事業  437,329  633,296  144.8

合計  6,163,883  7,072,654  114.7
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 当第１四半期連結累計期間には、「ぐるなびPRO認証システム3.0」の導入、『ぐるなび』バージョンアップに積

極的に費用を投下いたしました。その結果、各利益項目は、営業利益1,015百万円（前年同期比4.7％増）、経常利

益1,011百万円（前年同期比4.2％増）、四半期純利益574百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に売掛金が減少したことにより前連結会計年度末と比べ627百万円

減少し、18,476百万円となりました。また負債につきましては、主に法人税等の納付に伴い未払法人税等が472百

万円減少し、また賞与引当金が242百万円減少したことにより、前連結会計年度末と比べ982百万円減少し、4,023

百万円となりました。純資産につきましては、主に利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ

354百万円増加し14,453百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（４）その他特記事項に関する説明 

 表示方法の変更 

従来、当社は関連事業に係る費用の一部について「販売費及び一般管理費」として表示しておりましたが、当

第１四半期連結累計期間より「売上原価」として表示する方法に変更いたしました。 

この変更は、関連事業の売上高が増加したことに伴い、これに関係する費用を売上原価に含め売上高に直接的

に対応させる方が、売上総利益をより適正に表示すると判断して行ったものです。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前第１四半期連結累計期間の連結財務諸表の組み替えを行っております。 

この結果、前第１四半期連結累計期間の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に表示してい

た、14,038千円は「売上原価」に組み替えております。 

   

（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 

税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結会社において当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、期首の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産

の取崩しを実施し、税金費用31,586千円の計上を行っております。 

また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

    

（３）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。 

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,399,344 7,077,073

受取手形及び売掛金 3,948,848 3,587,275

仕掛品 26,647 25,933

未収入金 1,373,321 1,172,304

その他 862,827 926,502

貸倒引当金 △414,658 △414,539

流動資産合計 13,196,329 12,374,548

固定資産   

有形固定資産 980,335 1,160,606

無形固定資産   

のれん － 18,840

ソフトウエア 3,056,998 3,310,492

その他 431,140 258,023

無形固定資産合計 3,488,138 3,587,356

投資その他の資産 1,439,127 1,353,694

固定資産合計 5,907,600 6,101,657

資産合計 19,103,930 18,476,206

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 200,691 94,304

未払法人税等 825,560 352,792

賞与引当金 513,363 271,205

ポイント引当金 277,967 235,838

未払金 2,248,792 1,961,896

その他 730,089 909,878

流動負債合計 4,796,465 3,825,916

固定負債   

資産除去債務 174,814 175,309

その他 34,343 21,835

固定負債合計 209,158 197,144

負債合計 5,005,623 4,023,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,334,300 2,334,300

資本剰余金 2,884,780 2,884,780

利益剰余金 10,699,717 11,023,179

自己株式 △1,841,718 △1,826,680

株主資本合計 14,077,080 14,415,579

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △35,062 △19,727

その他の包括利益累計額合計 △35,062 △19,727

新株予約権 56,290 57,293

純資産合計 14,098,307 14,453,145

負債純資産合計 19,103,930 18,476,206
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,163,883 7,072,654

売上原価 1,262,188 1,853,048

売上総利益 4,901,695 5,219,606

販売費及び一般管理費 3,932,122 4,204,531

営業利益 969,572 1,015,075

営業外収益   

受取利息 1,479 1,914

負ののれん償却額 7,648 －

その他 900 1,195

営業外収益合計 10,027 3,109

営業外費用   

支払利息 530 270

為替差損 8,690 6,419

営業外費用合計 9,221 6,689

経常利益 970,378 1,011,495

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 16,320 －

特別損失合計 16,320 －

税金等調整前四半期純利益 954,057 1,011,495

法人税等 378,238 437,435

少数株主損益調整前四半期純利益 575,818 574,060

四半期純利益 575,818 574,060
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 575,818 574,060

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 8,471 15,335

その他の包括利益合計 8,471 15,335

四半期包括利益 584,290 589,395

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 584,290 589,395
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

 （継続企業の前提に関する注記）

 （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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