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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） 

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行
われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。 

(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 1,776 0.9 93 9.3 99 16.8 75 1.7
25年3月期第1四半期 1,760 2.2 85 105.9 85 114.6 74 116.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 75百万円 （1.6％） 25年3月期第1四半期 74百万円 （117.9％）

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 4.14 3.99
25年3月期第1四半期 4.23 4.19

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 3,429 1,488 42.4
25年3月期 3,388 1,411 40.5

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,454百万円 25年3月期  1,372百万円

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) 3,579 0.0 157 0.5 155 0.7 110 0.1 6.03
通期 7,411 1.2 380 6.6 370 2.6 295 5.2 16.16



(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  ：  無  

(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） 

（注）当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して株式数を算定しております。 

※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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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。 

※  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 18,282,500 株 25年3月期 18,250,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,400 株 25年3月期 2,400 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,262,105 株 25年3月期1Q 17,574,083 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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、金融緩和等による円安・株高の流れで景気回復の期待感

が高まりましたが、一方で停滞する欧州情勢や中国をはじめとする新興国景気の減速感など下振れ要因もあ

り、依然不透明な状況が続いております。 

外食産業におきましては、個人消費には若干の回復がみられるものの、所得環境の改善の遅れや消費税増税

の見込などを背景とした消費者の節約志向は根強く、また原材料価格の上昇等もあり引き続き厳しい経営環境

が続いております。 

このような中で、当社グループは「外食フランチャイズチェーンのリーディングカンパニー」を目指すとい

う目標を掲げ、引続き「既存ブランドにおける品質とサービスの追求」、「ブランド・ポートフォリオの多様

化」、「フランチャイズ運営ノウハウを活かしたフランチャイズ展開支援」、「海外市場への進出」、「自社

ブランド商品の開発と、業務用食材等の外販事業」の各課題に取り組んでまいりました。 

子会社である株式会社プライム・リンクでは、「牛角」が各種キャンペーンの積極的な導入を実施して好調

に推移した他、「とりでん」が株式会社レインズインターナショナルより総本部の権利等を譲受け、展開エリ

アを日本全国としました。「おだいどこ」では、地方自治体との取り組み第２弾として「宮城キャンペーン」

を実施しました。また昼の需要も取り込める業態として、新たにとんかつブランド「キムカツ」２店舗を譲受

け、直営店として運営を開始しました。 

同じく子会社である株式会社とり鉄は、新たに串あげと串やき業態「串串屋（つくしや）」をオープンし、

新たな需要の掘り起こしに努めました。 

こうした結果、既存業態売上高前年同期比においては、「牛角」107.1％、「とりでん」98.9％、「おだいど

こ」94.0％、「とり鉄」98.4％、グループ全体で102.2％となりました。 

以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,776百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業利益は93

百万円（前年同四半期比9.3％増）、経常利益は99百万円（前年同四半期比16.8％増）、四半期純利益は75百万

円（前年同四半期比1.7％増）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①店舗運営 

株式会社プライム・リンクにおいて２店舗をオープンし、株式会社とり鉄では１店舗を閉店し２店舗をオ

ープンしました。これにフランチャイズ店舗の譲受・譲渡を含めると、当第１四半期連結会計期間末におけ

る当社グループの直営店舗数は 45 店舗となり、店舗運営の売上高は 725 百万円（同 3.6％増）、営業利益 11

百万円（同 125.0％増）となりました。 

②フランチャイズ 

株式会社プライム・リンクでは３店舗をオープンする傍ら４店舗を閉店し、株式会社とり鉄では１店舗を

閉店しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における当社グループのフランチャイズ店舗数は 301

店舗となり、フランチャイズの売上高は 846 百万円（同 7.2％減）、営業利益 256 百万円（同 10.7％増）と

なりました。 

③その他 

転貸における売上及び加盟企業向け販促物の売上等を中心に、売上高は 204 百万円（同 38.0％増）、営業

利益 9百万円（同 9.1％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 3,429 百万円となり、前連結会計年度末に比較し 40 百万円増加いた

しました。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。 

負債合計は 1,940 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 36 百万円減少いたしました。これは主に、未払法

人税等の減少によるものであります。 

純資産については、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末と比べ 76 百万円増加し、1,488 百万円と

なっております。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 25 年５月 15 日に公表いたしました通期の連結業績予

想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記情報）に関する事項 

(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。 
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(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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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