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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 12,926 14.0 1,505 16.4 1,526 17.2 780 13.5
25年3月期第1四半期 11,340 8.0 1,293 △15.9 1,303 △15.0 687 △16.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 771百万円 （13.6％） 25年3月期第1四半期 678百万円 （△17.6％）

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

26年3月期第1四半期 68.91 ―
25年3月期第1四半期 60.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 42,662 34,870 81.7
25年3月期 43,878 34,656 79.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  34,870百万円 25年3月期  34,656百万円

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 ― 49.00 ― 49.00 98.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 49.00 ― 49.00 98.00

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) 26,645 13.1 3,443 14.3 3,454 9.2 1,711 △0.4 151.08
通期 54,780 12.3 7,280 12.7 7,300 9.6 3,911 8.9 345.34



(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  

（注）当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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)詳細は、添付資料３ページ「２．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
半期連結財務諸表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 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 11,388,685 株 25年3月期 11,388,685 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 63,768 株 25年3月期 63,452 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,324,999 株 25年3月期1Q 11,325,428 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、新政権による一部金融経済対策の効果、期待感からの株高を

維持し、輸出の持ち直しや鉱工業生産の増加がみられるなど景況感の改善の兆しがみられております。 

 外食業界におきましては、消費者マインドの回復は一部にみられるものの、円安による原材料高のリスクを抱え

つつ、未だ家計の所得環境の好転にまでは直結していないことから、全般的な経営環境としては依然として厳しい

状況で推移いたしました。 

 このような中、当社グループにおきましては、好立地への積極出店の継続をはじめ、既存業態の魅力度アップの

ための業態ブラッシュアップ及び改装、さらにサービスレベル向上を目的としたグループの横断的な教育研修の運

用など前年度からの顧客満足度を高めるための重点施策を踏襲し、推進してまいりました。 

 新規出店の状況につきましては、当第１四半期連結累計期間中にベーカリーレストラン・バケット直営２店舗、

ＢＩＳＴＲＯ３０９直営１店舗、フランチャイズ店１店舗、計２店舗、生麺工房鎌倉パスタ直営４店舗、サンマル

クカフェ直営９店舗、実験中の神戸元町ドリア直営１店舗をそれぞれ出店（当第１四半期連結累計期間出店数：直

営店17店舗、フランチャイズ店１店舗、計18店舗）し、これにより当社グループ全業態の当第１四半期連結会計期

間末の合計店舗数は、直営店621店舗、フランチャイズ店89店舗、合計710店舗体制となりました。 

 これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高129億26百万円（前年同期比14.0％

増）、経常利益15億26百万円（同17.2％増）、四半期純利益７億80百万円（同13.5％増）となりました。 

 セグメント別の業績等は次のとおりであります。  

 レストラン事業売上高は67億98百万円（前年同期比13.0％増）、営業利益は９億44百万円（同15.3％増）となり

ました。 

 ファーストフード事業売上高は55億48百万円（前年同期比13.0％増）、営業利益は８億８百万円（同10.4％増）

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財政状態は、総資産は426億62百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億

16百万円の減少となりました。  

 資産の部では、流動資産は126億11百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億92百万円の減少となりまし

た。これは主に未払法人税等の支払等に伴い現金及び預金が13億26百万円減少したこと及び売掛金が３億85百万円

減少したこと等によるものであります。 

 固定資産は300億51百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億76百万円増加となりました。これは事業拡

充のための直営店出店等に伴う建物及び構築物が１億96百万円、敷金及び保証金が95百万円それぞれ増加したこ

と、非連結子会社の増資等による投資その他の資産のその他が２億76百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

 負債の部では、流動負債は54億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億55百万円の減少となりまし

た。これは未払法人税等が７億51百万円減少、未払金が５億12百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は23億20百万円で前連結会計年度末と比較して75百万円の減少となりました。これは主にリース債務が

１億７百万円減少した一方、直営店出店に伴う資産除去債務が26百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産の部は前連結会計年度末と比較して２億14百万円増加して348億70百万円となりました。この結果、自己

資本比率は81.7％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13日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

  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



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 10,838,993 9,512,946

売掛金 2,839,324 2,453,929

商品 181 131

原材料及び貯蔵品 228,981 236,935

その他 513,248 423,143

貸倒引当金 △16,655 △15,775

流動資産合計 14,404,072 12,611,311

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,659,305 14,855,606

土地 3,087,944 3,087,944

その他（純額） 1,943,260 1,953,871

有形固定資産合計 19,690,510 19,897,422

無形固定資産   

その他 158,533 156,233

無形固定資産合計 158,533 156,233

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,659,149 7,754,550

その他 1,966,678 2,243,294

貸倒引当金 △126 △126

投資その他の資産合計 9,625,701 9,997,718

固定資産合計 29,474,746 30,051,373

資産合計 43,878,819 42,662,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,737,312 1,508,872

未払金 2,921,881 2,409,063

未払法人税等 1,190,244 438,650

引当金 43,542 50,915

資産除去債務 5,361 2,461

その他 928,809 1,061,492

流動負債合計 6,827,151 5,471,456

固定負債   

引当金 94,275 96,818

資産除去債務 1,520,760 1,547,615

その他 780,620 676,094

固定負債合計 2,395,656 2,320,529

負債合計 9,222,807 7,791,985



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,731,177 1,731,177

資本剰余金 3,038,800 3,038,800

利益剰余金 30,019,643 30,245,091

自己株式 △177,679 △179,176

株主資本合計 34,611,941 34,835,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,070 34,806

その他の包括利益累計額合計 44,070 34,806

純資産合計 34,656,011 34,870,699

負債純資産合計 43,878,819 42,662,685



（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 11,340,214 12,926,451

売上原価 2,573,704 2,890,730

売上総利益 8,766,509 10,035,721

販売費及び一般管理費 7,473,431 8,530,095

営業利益 1,293,078 1,505,625

営業外収益   

受取利息 3,363 9,006

受取配当金 1,940 2,691

受取賃貸料 23,285 20,487

為替差益 － 6,601

その他 18,953 8,441

営業外収益合計 47,542 47,228

営業外費用   

支払賃借料 23,091 20,262

為替差損 4,187 －

その他 10,030 5,727

営業外費用合計 37,309 25,989

経常利益 1,303,311 1,526,864

特別損失   

固定資産除却損 62,661 160,982

減損損失 77,566 12,567

特別損失合計 140,228 173,549

税金等調整前四半期純利益 1,163,082 1,353,314

法人税、住民税及び事業税 389,473 485,335

法人税等調整額 86,323 87,594

法人税等合計 475,796 572,930

少数株主損益調整前四半期純利益 687,286 780,384

少数株主利益 － －

四半期純利益 687,286 780,384



（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 687,286 780,384

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,774 △9,263

その他の包括利益合計 △8,774 △9,263

四半期包括利益 678,511 771,121

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 678,511 771,121

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

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

   １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．外部顧客への売上高の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上であります。 

   ２．セグメント利益の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上原価 千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

販売費及び一般管理費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「レストラン」及び「ファーストフード」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては「レストラン」 千円、「ファー

ストフード」 千円であります。また、その他に当社が運営している実験業態店舗に係る減損損失20,822千円

があります。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

 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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円） 

  
報 告 セ グ メ ン ト 

合 計 
調 整 額 

（注）１・２ 

四半期連結損益計算書 

計上額 

（注）３ レストラン ファーストフード 

 売上高           

外部顧客への売上高   6,016,140 4,909,217 10,925,358  414,855 11,340,214

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
          －           －         －       －      －

     計  6,016,140 4,909,217 10,925,358  414,855 11,340,214

セグメント利益  819,087 732,950 1,552,038  △258,960 1,293,078

98,495

575,320

56,124

619



 Ⅱ 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） 

   １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．外部顧客への売上高の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上であります。 

   ２．セグメント利益の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上原価 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い販売費及び一般管理費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「レストラン」及び「ファーストフード」セグメントにおいて、固定資産に係る重要な減損損失は認識して

いないため、記載を省略しております。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円） 

  
報 告 セ グ メ ン ト 

合 計 
調 整 額 

（注）１・２ 

四半期連結損益計算書 

計上額 

（注）３ レストラン ファーストフード 

 売上高           

外部顧客への売上高   6,798,334 5,548,996 12,347,330  579,121 12,926,451

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
          －           －         －       －      －

     計  6,798,334 5,548,996 12,347,330  579,121 12,926,451

セグメント利益  944,280 808,950 1,753,230  △247,604 1,505,625

130,428

696,298

（重要な後発事象）



「参考資料」  

（１）仕入実績 

当第１四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）販売実績 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）種類別販売実績 

当第１四半期連結累計期間の種類別販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

  （単位：千円） 

セグメント 金額 前年同期比(％) 

レストラン  1,663,790 111.5  

ファーストフード   1,097,622 111.6  

合計  2,761,412 111.5  

  （単位：千円） 

セグメント 金額 前年同期比(％) 

レストラン   6,798,334 113.0  

ファーストフード   5,548,996 113.0  

合計  12,347,330 113.0  

  （単位：千円） 

種類 

直営店売上 ロイヤリティ収入 ＦＣ関連等売上 合計

金額 前年同期
比（％） 金額

前年同期
比（％） 金額

前年同期
比（％） 金額 前年同期

比（％） 

レストラン  6,303,609 115.9 122,904 81.1 371,820  87.1 6,798,334 113.0

ファーストフード  5,436,301 113.2 20,501 97.8 92,193  107.7 5,548,996 113.0

合計  11,739,911 114.6 143,405 83.1 464,013  90.5 12,347,330 113.0
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