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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 1,598 △5.3 4 ― △19 ― △23 ―
25年3月期第1四半期 1,688 △13.2 △37 ― △54 ― △72 ―

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 △2,589.93 ―
25年3月期第1四半期 △8,125.60 ―

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 6,048 350 5.8 39,307.76
25年3月期 6,307 373 5.9 41,854.60
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  350百万円 25年3月期  373百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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) 3,305 △3.4 82 2,443.9 38 ― 31 ― 3,544.75
通期 6,399 △8.4 153 17.2 60 49.3 20 △1.1 2,292.06
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  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 8,916 株 25年3月期 8,916 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 8,916 株 25年3月期1Q 8,916 株

※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
四半期財務諸表に対する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】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 
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（1）経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間のわが国経済は、政府の財政政策等により、円安や株価の上昇等の景気回復の期待感が広

がりました。しかしながら、実体経済への波及は限定的でり、依然として先行き不透明な状況であります。 

当社が属する外食産業及び小売業におきましては、同業他社に加え、業種を超えた低価格競争状態が続き、依然

として厳しい経営環境が続いております。 

このような経済状況のもと、当社はフランチャイジー事業、オリジナルブランド事業共に不採算店舗の各種コス

ト削減による収益改善に取り組んでまいりました。 

店舗の出店及び閉店につきましては、不採算店舗１店舗を閉店、２店舗を譲渡し、当第１四半期累計期間におけ

る当社の展開業態及び稼動店舗は前事業年度末から１業態減の22業態となり、店舗数は３店舗減の103店舗となり

ました。 

この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、売上原価及

び販売管理費等の適正管理に努めた結果、営業利益４百万円（前年同四半期、営業損失 百万円）、経常損失 百

万円（前年同四半期、経常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同四半期、四半期純損失 百万円）とな

りました。 

なお、当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末の 百万円に比べ 百万円減少し、 百

万円となり、純資産は前事業年度末と比較して 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、繰越利益

剰余金が前事業年度末に比べ 百万円減少したためであります。   

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

① 飲食部門 

当第１四半期累計期間における飲食部門におきましては、フランチャイジー事業においては本部主導の販売促

進活動を、オリジナルブランド事業におきましては、季節商品の積極的な導入や、昨年導入したスマートフォン

向けアプリケーションを使用した業態を超えた販売促進活動を行い、来店客数及び客単価増に努めてまいりまし

た。 

また、飲食部門の店舗展開におきましては、不採算店舗１店舗を閉店、２店舗を譲渡し、当第１四半期会計期

間末の店舗数は前事業年度末に比べて３店舗減少し、76店舗となりました。当第１四半期累計期間の売上高は

百万円（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益９百万円（前年同四半期、セグメント損失 百万円）

となりました。  

② 物販部門 

当第１四半期累計期間における物販部門におきましては、フランチャイジー事業は飲食部門と同様に、フラン

チャイズ本部主導による販売促進活動や、老朽化した店舗を改装して来店客数増に努め、オリジナルブランド事

業におきましては、店頭販売と並行してインターネットでの通信販売を行って、店舗の営業時間外の売上獲得に

取り組んでまいりました。 

物販部門の店舗展開におきましては、前事業年度末から変動なく、当第１四半期会計期間末の店舗数は前事業

年度末と同数の 店舗であります。しかしながら、当社の物販部門の主力事業でありましたＴＳＵＴＡＹＡを前

事業年度に業態変更したため、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）と大き

く減少いたしましたが、売上原価及び販売管理費の大幅な削減効果により、セグメント損失５百万円（前年同四

半期、セグメント損失５百万円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,598 5.3

37 19

54 23 72

6,307 259 6,048

22 350

23

1,132 0.8 31

27

465 14.8

- 2 -



（2）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしま

した。これは主に現金及び預金が 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 百万円とな

り、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が 百万円、敷金及び保証金が

百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、総資産は、 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

  

（負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしま

した。これは主に短期借入金が 百万円、１年内返済予定長期借入金が 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 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に長期借入金

が 百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、負債合計は、 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

  

（純資産）    

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。これは主に四半期純損失 百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は ％（前事業年度末は ％）となりました。  

   

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はありません。   

（1）四半期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。   

   

（2）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。   

該当事項はありません。   

   

2,258 222

228 3,785

36 14 12

6,048 259

2,602 211

160 26

3,095 24

10

5,698 236

350 22

23

5.8 5.9

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,266,643 1,038,286

売掛金 307,951 283,166

商品及び製品 659,751 670,281

原材料及び貯蔵品 45,750 48,991

その他 200,607 217,843

流動資産合計 2,480,703 2,258,569

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,611,780 1,600,187

工具、器具及び備品（純額） 282,407 282,143

土地 573,649 573,649

その他（純額） 73,929 71,195

有形固定資産合計 2,541,766 2,527,175

無形固定資産 151,656 151,081

投資その他の資産   

投資有価証券 219,982 221,176

長期前払費用 46,341 38,269

敷金及び保証金 829,778 817,553

その他 57,390 54,769

貸倒引当金 △25,000 △25,000

投資その他の資産合計 1,128,493 1,106,768

固定資産合計 3,821,916 3,785,026

繰延資産 5,363 5,064

資産合計 6,307,983 6,048,660

負債の部   

流動負債   

買掛金 198,169 183,738

1年内償還予定の社債 118,600 118,600

短期借入金 620,000 460,000

1年内返済予定の長期借入金 1,497,795 1,471,458

未払法人税等 16,857 5,137

その他 363,490 364,041

流動負債合計 2,814,912 2,602,975

固定負債   

社債 427,100 427,100

長期借入金 2,462,675 2,451,932

資産除去債務 18,064 17,619

その他 212,054 198,565

固定負債合計 3,119,894 3,095,217

負債合計 5,934,807 5,698,192
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金 47,702 47,702

利益剰余金 △78,426 △101,518

株主資本合計 357,428 334,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,746 16,130

評価・換算差額等合計 15,746 16,130

純資産合計 373,175 350,467

負債純資産合計 6,307,983 6,048,660
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,688,601 1,598,379

売上原価 652,987 595,309

売上総利益 1,035,614 1,003,070

販売費及び一般管理費 1,072,840 998,112

営業利益又は営業損失（△） △37,225 4,957

営業外収益   

受取利息 168 128

受取配当金 3,800 1,387

不動産賃貸料 39,561 39,113

受取保険金 1,073 110

その他 620 442

営業外収益合計 45,224 41,182

営業外費用   

支払利息 28,718 30,311

不動産賃貸原価 30,413 31,836

その他 3,447 3,842

営業外費用合計 62,579 65,990

経常損失（△） △54,580 △19,850

特別損失   

店舗閉鎖損失 14,956 605

固定資産除却損 62 47

特別損失合計 15,019 652

税引前四半期純損失（△） △69,599 △20,503

法人税、住民税及び事業税 2,848 2,588

法人税等合計 2,848 2,588

四半期純損失（△） △72,447 △23,091
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該当事項はありません。   

該当事項はありません。   

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

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）セグメント損失は、損益計算書の営業損失と一致しております。                 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

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）セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と一致しております。             

   

   

（３）四半期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）

  飲食 物販 
四半期損益計算書

計上額 

売上高       

外部顧客への売上高  1,142,009  546,592  1,688,601

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  1,142,009  546,592  1,688,601

セグメント損失  △31,924  △5,301  △37,225

  （単位：千円）

  飲食 物販 
四半期損益計算書

計上額 

売上高       

外部顧客への売上高  1,132,591  465,788  1,598,379

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －

計  1,132,591  465,788  1,598,379

セグメント利益又は損失  9,968  △5,011  4,957
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