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1.  平成26年1月期第2四半期の業績（平成25年2月1日～平成25年7月31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1月期第2四半期 1,568 3.0 △7 ― 5 △78.8 4 △85.0
25年1月期第2四半期 1,522 19.2 14 ― 22 ― 24 10.7

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1月期第2四半期 1.36 ―
25年1月期第2四半期 9.06 ―

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1月期第2四半期 3,924 2,846 72.5 1,094.32
25年1月期 3,848 2,818 73.2 1,083.42
（参考） 自己資本  26年1月期第2四半期  2,846百万円 25年1月期  2,818百万円

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  
現時点において平成２６年１月期の配当予想については、中間配当金は無配、期末配当金は未定であります。 

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1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年1月期 ― 0.00
26年1月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年 1月期の業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
第2四半期累計期間及び通期業績予想については、本日(平成25年9月6日)公表の「第２四半期累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正
に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 3,140 3.5 6 ― 26 143.2 22 128.9 8.46



(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 

（注）詳細は、添付資料３頁「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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1月期2Q 2,628,000 株 25年1月期 2,628,000 株
② 期末自己株式数 26年1月期2Q 27,191 株 25年1月期 27,191 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期2Q 2,600,809 株 25年1月期2Q 2,600,853 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期
決算短信(添付資料)３頁「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、一部に生産・輸出回復の動きが見られるものの、企業

の設備投資や若年層を中心とした雇用情勢は、引き続き低迷しており、本格的な景気回復、デフレ克服

には至っておりません。 

飲食業界におきましても、一部報道において、企業による宴会接待需要の回復が伝えられております

が、他の業界に比べて回復は遅く、円安による燃料・原材料等の高騰が収益を圧迫するなど、依然とし

て厳しい環境にあります。 

このような情勢下、「中期経営計画140」の２年目を迎えた当社は、新たなウエディングプランの企

画立案や各店の特性を踏まえた営業強化策等を検討し、計画達成に向け、全力で取り組んで参りまし

た。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,568百万円（前年同期比3.0％増）となりました。一方

で、光熱水費の高騰や一部人件費、修繕費等経費の増加により、営業損失は７百万円（前年同期は営業

利益14百万円）、経常利益は５百万円（前年同期比78.8％減）、四半期純利益は４百万円（前年同期比

85.0％減）となりました。 

また、セグメント別の業績につきましては、下記のとおりであります。 

(飲食業) 

飲食業におきましては、当第２四半期累計期間のレストラン部門の売上高は865百万円(前年同期比

3.5％増)、宴会他部門の売上高は680百万円(前年同期比1.9％増)、飲食業全体の売上高は1,545百万円

(前年同期比2.8％増)、営業損失17百万円(前年同期は営業利益７百万円)となりました。 

(賃貸業) 

賃貸業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、当第２四半期累計期

間の売上高は22百万円(前年同期比17.9％増)、営業利益10百万円(前年同期比61.6％増)となりました。

  

(資産) 

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ76百万円増加し3,924百万円となりま

した。流動資産は180百万円増加の1,374百万円、固定資産は104百万円減少の2,550百万円となりまし

た。 

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金が170百万円増加したことによるものです。 

固定資産の減少の主な要因は、長期預金100百万円が満期日まで１年以内となったため流動資産へ振

替えたことによるものです。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末と比べ48百万円増加し、1,078百万円となりまし

た。流動負債は36百万円増加の322百万円、固定負債は12百万円増加の756百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、買掛金が15百万円増加と、その他が12百万円増加したことによるもの

です。 

固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債が14百万円増加したことによるものです。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ28百万円増加し2,846百万円となりました。

この増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が33百万円増加したことによるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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(キャッシュ・フローの状況)  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比

べ62百万円増加し549百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状

況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は90百万円(前年同期は90百万円)となりました。この主な要因は、減価

償却費60百万円を計上したことによるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同期は68百万円の獲得)となりました。この主な要因

は、定期預金の預入と支出の差により８百万円減少と、有形固定資産の取得により10百万円支出したこ

とによるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、10百万円（前年同期は８百万円）となりました。この主なものは配

当金の支払いであります。 

  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、平成25年９月６日に公表の「第２四半期累計期

間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

なお、当第２四半期累計期間において平成26年１月期の配当予想については、平成25年３月15日に公

表しました「平成25年１月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」から変更はありません。 

また、「台東店（台東区花川戸２－６－５東京都立産業貿易センター台東館８Ｆ）」は、平成26年４

月より１年間、「東京文化会館店（台東区上野公園５－45東京文化会館２Ｆ）」は、平成26年６月より

半年間、当該施設の大規模改修工事に伴い、それぞれ休業いたします。従いまして、現行の「中期経営

計画140」は、こうした環境変化を踏まえ、平成26年３月までに修正計画の検討を実施いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別が困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年２月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,053,615 1,223,269

売掛金 73,435 84,075

たな卸資産 34,112 37,225

その他 35,414 31,568

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 1,194,575 1,374,136

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 849,198 810,195

土地 603,191 603,191

その他（純額） 105,187 93,719

有形固定資産合計 1,557,576 1,507,105

無形固定資産 2,996 2,560

投資その他の資産   

投資有価証券 916,616 964,134

長期預金 100,000 －

その他 76,000 75,880

投資その他の資産合計 1,092,616 1,040,014

固定資産合計 2,653,189 2,549,679

資産合計 3,847,763 3,923,815

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,522 66,385

未払金 82,245 84,495

未払費用 67,673 75,188

未払法人税等 5,071 3,957

賞与引当金 32,000 32,000

その他 47,823 60,032

流動負債合計 286,334 322,058

固定負債   

退職給付引当金 546,730 537,206

役員退職慰労引当金 84,665 94,135

繰延税金負債 90,546 104,842

その他 21,728 19,467

固定負債合計 743,669 755,650

負債合計 1,030,003 1,077,708
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年１月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 2,523,564 2,519,290

自己株式 △20,496 △20,496

株主資本合計 2,638,798 2,634,524

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 178,962 211,583

評価・換算差額等合計 178,962 211,583

純資産合計 2,817,760 2,846,107

負債純資産合計 3,847,763 3,923,815
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 1,522,207 1,567,685

売上原価 636,369 661,737

売上総利益 885,838 905,948

販売費及び一般管理費 872,187 913,148

営業利益又は営業損失（△） 13,651 △7,200

営業外収益   

受取利息 1,093 589

受取配当金 3,900 4,289

受取保険金 － 3,681

雑収入 3,307 3,294

営業外収益合計 8,300 11,853

経常利益 21,951 4,653

特別利益   

固定資産売却益 2,862 23

特別利益合計 2,862 23

特別損失   

固定資産除却損 141 －

減損損失 － 248

特別損失合計 141 248

税引前四半期純利益 24,672 4,429

法人税、住民税及び事業税 1,100 900

法人税等合計 1,100 900

四半期純利益 23,572 3,529
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 24,672 4,429

減価償却費 53,752 59,842

減損損失 － 248

貸倒引当金の増減額（△は減少） △300 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,920 △9,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,134 9,470

受取利息及び受取配当金 △4,993 △4,878

固定資産除却損 141 0

売上債権の増減額（△は増加） 5,832 △10,640

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,836 △3,113

仕入債務の増減額（△は減少） 10,432 14,863

資産除去債務の増減額（△は減少） △15,100 －

その他 25,955 25,835

小計 86,770 86,532

利息及び配当金の受取額 4,993 4,878

法人税等の支払額 △1,376 △1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,387 90,200

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △124,000 △144,000

定期預金の払戻による収入 224,000 136,000

有形固定資産の取得による支出 △34,330 △10,049

有形固定資産の売却による収入 2,862 23

投資有価証券の取得による支出 △600 △600

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,932 △18,626

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △7,796 △7,733

その他 △486 △2,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,282 △9,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,037 61,654

現金及び現金同等物の期首残高 429,240 487,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 579,277 549,269
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年７月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
 (注)セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成25年２月１日  至  平成25年７月31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)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,503,150 19,057 1,522,207 ― 1,522,207

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,503,150 19,057 1,522,207 ― 1,522,207

セグメント利益 7,437 6,214 13,651 ― 13,651

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

飲食業 賃貸業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,545,226 22,459 1,567,685 ― 1,567,685

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,545,226 22,459 1,567,685 ― 1,567,685

セグメント利益又は損失(△) △17,239 10,039 △7,200 ― △7,200

（６）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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