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（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、現政権下での経済対策及び日銀による金融政策の効果・期待から、円

安・株高が進み、景況感は緩やかな改善を見せております。 

外食産業におきましては、円安による輸入価格の高騰や原材料価格の高騰、業種を超えた企業間競争の激化等に

より、依然として厳しい経営環境が続いております。 

  

このような状況のもと、当社グループといたしましては、国内外における積極的な新規出店や各種プロジェクト

への取り組み、社内教育の強化等、さらなる収益力の向上に努めて参りました。 

  

これらの取り組みの結果、日本、海外ともに過去 高の売上高となり、当連結会計年度の売上高は1,104億28百万

円（前年同期比5.9％増）、営業利益は75億47百万円（前年同期比23.6％減）、経常利益は84億50百万円（前年同期

比19.7％減）となりました。また、当期純利益につきましては、減損損失が増加したことなどから特別損失が8億54

百万円増加し、39億37百万円（前年同期比28.0％減）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。 

 「日本」は、新規出店や商品力の強化などにより、売上高1,022億63百万円、営業利益は70億40百万円となりまし

た。単体では初めて売上高1,000億円超を達成することが出来ました。 

 「豪州」は当社で使用する食材の製造等を行っており、当社の売上高の推移に伴い、売上高40億53百万円、営業

利益は59百万円となりました。 

 「中国」は、新規出店による新規顧客の獲得や知名度の浸透に努めました。売上高79億48百万円、営業利益は４

億33百万円となりました。 

  

  次期の見通しにつきましては、引き続き景気回復に向かうことが期待されますが、平成26年４月に開始される消

費税の増税が、消費マインドに影響を与えることが予想され、依然として厳しい経営環境が続くと思われます。従

いまして、当社といたしましては、連結会計年度の業績予想は、売上高1,188億円、営業利益87億円、当期純利益51

億円を見込んでおります。 

  

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度の総資産は874億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して71億55百万円の増加となりまし

た。主な要因は、建物及び構築物の増加45億21百万円や工具、器具及び備品の増加18億53百万円などであります。

 負債合計は201億27百万円となり、前連結会計年度末と比較して27億79百万円の増加となりました。主な要因

は、1年内返済予定の長期借入金の増加20億21百万円などであります。 

 純資産合計は673億44百万円となり、前連結会計年度末と比較して43億76百万円の増加となりました。この結

果、自己資本比率は76.8％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して10億91

百万円減少し、179億8百万円となりました。 

（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、73億37百万円（前年同期比3億88百万円の減少）となりました。これは、主に

税金等調整前当期純利益70億59百万円、減価償却費49億74百万円、法人税等の支払額38億59百万円等によるもので

あります。 

（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、112億13百万円（前年同期比34億10百万円の増加）となりました。これは、主

に有形固定資産の取得による支出107億9百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、16億83百万円（前年同期比5億75百万円の増加）となりました。これは、主に

長期借入金の借入による収入50億円、長期借入金の返済による支出24億9百万円、配当金の支払額9億6百万円等に

よるものであります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）自己資本比率(％)：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

債務償還年数(年)：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式数を控除）により算出しております。営業キ

ャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主並びに一般投資家保護の基本原則を十分認識し、経営基盤の確保とROE（株主資本利益率）の向上

を念頭に置いて、安定的な配当を基本とし、業績に応じて株主還元を積極的に行うことを基本方針としておりま

す。 

 また、内部留保資金は、新たな成長につながる店舗および自社工場などの設備投資に充当していく所存でありま

す。なお、当期並びに次期の配当は、前期と同様に、1株当たり期末配当18円の配当を予定しております。   

  平成24年８月期 平成25年８月期 

自己資本比率（％）  78.3  76.8

時価ベースの自己資本比率（％）  73.8  74.3

債務償還年数(年)  0.5  0.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1,049.4  623.3



 当社グループは、当社（株式会社サイゼリヤ）及び子会社９社で構成され、外食事業を基幹事業としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け等は、次のとおりであります。 

 
  

  

 平成21年8月期決算短信（平成21年10月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.saizeriya.co.jp/ 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,000 17,988

テナント未収入金 921 1,254

有価証券 1,000 －

商品及び製品 3,551 4,666

原材料及び貯蔵品 495 849

繰延税金資産 823 613

その他 2,547 2,644

流動資産合計 27,339 28,016

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,517 26,038

機械装置及び運搬具（純額） 2,260 3,563

工具、器具及び備品（純額） 2,688 4,542

土地 6,682 6,954

リース資産（純額） 150 141

建設仮勘定 2,557 842

有形固定資産合計 35,858 42,082

無形固定資産 496 605

投資その他の資産   

投資有価証券 2,700 2,617

敷金及び保証金 8,227 8,730

建設協力金 2,725 2,174

繰延税金資産 707 1,062

その他 2,277 2,200

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 16,622 16,768

固定資産合計 52,976 59,456

資産合計 80,316 87,472



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,805 4,426

1年内返済予定の長期借入金 1,992 4,013

リース債務 8 8

未払法人税等 1,787 1,224

賞与引当金 1,203 1,081

株主優待引当金 238 227

資産除去債務 27 21

デリバティブ負債 161 71

その他 4,026 4,224

流動負債合計 13,250 15,298

固定負債   

長期借入金 1,510 2,078

リース債務 148 139

資産除去債務 2,380 2,563

その他 58 46

固定負債合計 4,097 4,829

負債合計 17,348 20,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 46,451 49,481

自己株式 △2,211 △2,211

株主資本合計 61,860 64,889

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △61 △35

為替換算調整勘定 1,053 2,333

その他の包括利益累計額合計 992 2,298

新株予約権 115 157

純資産合計 62,968 67,344

負債純資産合計 80,316 87,472



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 104,235 110,428

売上原価 34,522 38,250

売上総利益 69,713 72,178

販売費及び一般管理費 59,828 64,630

営業利益 9,884 7,547

営業外収益   

受取利息 208 207

為替差益 162 640

補助金収入 18 19

デリバティブ評価益 183 －

その他 85 71

営業外収益合計 657 938

営業外費用   

支払利息 8 11

デリバティブ評価損 － 20

その他 7 4

営業外費用合計 15 36

経常利益 10,526 8,450

特別利益   

補償金収入 34 64

特別利益合計 34 64

特別損失   

減損損失 396 664

固定資産除却損 115 139

関係会社株式評価損 － 540

店舗閉店損失 81 110

その他 7 －

特別損失合計 600 1,455

税金等調整前当期純利益 9,959 7,059

法人税、住民税及び事業税 4,266 3,277

法人税等調整額 221 △156

法人税等合計 4,487 3,121

少数株主損益調整前当期純利益 5,471 3,937

当期純利益 5,471 3,937



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 5,471 3,937

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41 25

為替換算調整勘定 △58 1,280

その他の包括利益合計 △17 1,305

包括利益 5,454 5,243

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 5,454 5,243

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

当期首残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

当期首残高 41,887 46,451

当期変動額   

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,471 3,937

当期変動額合計 4,563 3,029

当期末残高 46,451 49,481

自己株式   

当期首残高 △2,210 △2,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △2,211 △2,211

株主資本合計   

当期首残高 57,296 61,860

当期変動額   

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,471 3,937

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 4,563 3,029

当期末残高 61,860 64,889



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △102 △61

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 25

当期変動額合計 41 25

当期末残高 △61 △35

為替換算調整勘定   

当期首残高 1,112 1,053

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 1,280

当期変動額合計 △58 1,280

当期末残高 1,053 2,333

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,009 992

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 1,305

当期変動額合計 △17 1,305

当期末残高 992 2,298

新株予約権   

当期首残高 68 115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 41

当期変動額合計 47 41

当期末残高 115 157

純資産合計   

当期首残高 58,375 62,968

当期変動額   

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,471 3,937

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29 1,347

当期変動額合計 4,592 4,376

当期末残高 62,968 67,344



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 9,959 7,059

減価償却費 3,975 4,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △127

株主優待引当金の増減額（△は減少） △20 △11

受取利息及び受取配当金 △208 △207

支払利息 8 11

為替差損益（△は益） △170 △635

デリバティブ評価損益（△は益） △183 20

固定資産除却損 115 139

関係会社株式評価損 － 540

店舗閉店損失 81 110

減損損失 396 664

補償金収入 △34 △64

テナント未収入金の増減額（△は増加） △114 △332

たな卸資産の増減額（△は増加） △98 △1,382

その他の流動資産の増減額（△は増加） △317 △236

買掛金の増減額（△は減少） △0 510

その他の流動負債の増減額（△は減少） 276 30

その他 57 △11

小計 13,672 11,065

利息及び配当金の受取額 143 143

利息の支払額 △7 △11

法人税等の支払額 △6,082 △3,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,725 7,337

投資活動によるキャッシュ・フロー   

非連結子会社株式の取得による支出 △197 △417

定期預金の預入による支出 － △70

定期預金の払戻による収入 2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △9,639 △10,709

無形固定資産の取得による支出 △153 △242

敷金・保証金・建設協力金の支出 △678 △738

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 781 861

貸付けによる支出 △75 －

貸付金の回収による収入 70 175

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） 89 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,803 △11,213



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 4,000 5,000

長期借入金の返済による支出 △1,986 △2,409

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △905 △906

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,108 1,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 152 1,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,183 △1,091

現金及び現金同等物の期首残高 17,816 19,000

現金及び現金同等物の期末残高 19,000 17,908



 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社の数 ３社 

SAIZERIYA AUSTRALIA PTY. LTD. 

上海薩莉亜餐飲有限公司 

広州薩莉亜餐飲有限公司 

（２）非連結子会社の名称等 

㈱アダツアーズジャパン 

台湾薩莉亜餐飲股份有限公司 

北京薩莉亜餐飲管理有限公司  

HONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITED 

SINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD. 

広州サイゼリヤ食品有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の関連会社数 

 該当事項はありません。 

（２）持分法を適用していない非連結子会社 

㈱アダツアーズジャパン 

台湾薩莉亜餐飲股份有限公司 

北京薩莉亜餐飲管理有限公司  

HONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITED 

SINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD. 

広州サイゼリヤ食品有限公司 

（持分法の範囲から除いた理由） 

 当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年９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。  

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ２億57百万円増加しております。 

（5）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）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）



  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配
分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
 当社グループは、外食事業を営んでおり、国内においては当社が食材の製造及び店舗運営を、海外では、豪州におい
ては主に当社で使用する食材の製造を、中国（上海市、広州市）においては店舗運営を、現地法人がそれぞれ担当して
おります。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業
活動を展開しております。 
 したがって、当社は、外食事業を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「豪州」及び 
「中国」の３つを報告セグメントとしております。 
  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成24年９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。  

 当該変更により、従来の方法に比べて、「日本」のセグメント利益が２億57百万円増加しております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度（自 平成24年９月１日 至 平成25年８月31日） 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 豪州 中国 計 

売上高           

外部顧客への売上高  98,426  119  5,689  104,235  104,235

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  4,099  －  4,099  4,099

計  98,426  4,218  5,689  108,334  108,334

セグメント利益  9,429  239  225  9,895  9,895

セグメント資産  76,873  7,064  2,878  86,816  86,816

その他の項目           

 減価償却費  3,386  282  305  3,975  3,975

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  8,371  465  741  9,578  9,578

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
日本 豪州 中国 計 

売上高           

外部顧客への売上高  102,263  216  7,948  110,428  110,428

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  3,837  －  3,837  3,837

計  102,263  4,053  7,948  114,265  114,265

セグメント利益  7,040  59  433  7,532  7,532

セグメント資産  81,874  7,700  4,492  94,067  94,067

その他の項目           

 減価償却費  4,172  316  485  4,974  4,974

有形固定資産及び無形固定資産の増加額  10,103  44  875  11,022  11,022



４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

  

  

当連結会計年度（自  平成 年９月１日  至  平成 年８月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略し
ております。 

  

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

  

（２）有形固定資産 

                         （単位：百万円） 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 連結損益計算書の売上高の10％を占める特定の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

   

当連結会計年度（自  平成 年９月１日  至  平成 年８月31日） 

   

当連結会計年度（自  平成 年９月１日  至  平成 年８月31日） 

 該当事項はありません。 

   

当連結会計年度（自  平成24年９月１日  至  平成25年８月31日） 

 該当事項はありません。    

  （単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  108,334  114,265

セグメント間取引消去  △4,099  △3,837

連結財務諸表の売上高  104,235  110,428

  （単位：百万円）

営業利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  9,895  7,532

セグメント間取引消去  △10  14

連結財務諸表の営業利益  9,884  7,547

  （単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  86,816  94,067

セグメント間取引消去  △6,499  △6,595

連結財務諸表の資産合計  80,316  87,472

ｂ．関連情報

24 25

日本 豪州 中国 合計 

 35,936  3,943  2,202  42,082

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

24 25

  日本 豪州 中国 合計 

減損損失  637  －  26  664

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

24 25

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



（注）１. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

２. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  

   

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,245.91 円 1,331.86

１株当たり当期純利益金額 円 108.46 円 78.06

  
前連結会計年度 

（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年８月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  5,471  3,937

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  5,471  3,937

期中平均株式数（千株）  50,447  50,446

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

第2－1回新株予約権 個。 

第2－2回新株予約権 個。 

第3－1回新株予約権 個。 

第3－2回新株予約権 個。 

第4－1回新株予約権 個。 

第4－2回新株予約権 個。 

第5－1回新株予約権 個。 

第5－2回新株予約権 個。 

560

671

240

884

120

1,165

300

1,667

第2－1回新株予約権 個。 

第2－2回新株予約権 個。 

第3－1回新株予約権 個。 

第3－2回新株予約権 個。 

第4－1回新株予約権 個。 

第4－2回新株予約権 個。 

第5－1回新株予約権 個。 

第5－2回新株予約権 個。 

第6－1回新株予約権 個。 

第6－2回新株予約権 個。 

560

668

240

881

120

1,162

300

1,667

900

4,694

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年８月31日) 

当事業年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,817 13,765

テナント未収入金 921 1,254

有価証券 1,000 －

商品及び製品 3,164 4,178

原材料及び貯蔵品 361 682

前払費用 1,605 1,668

繰延税金資産 802 599

その他 613 491

流動資産合計 23,286 22,640

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 18,382 22,334

構築物（純額） 493 586

機械及び装置（純額） 475 1,838

車両運搬具（純額） 34 26

工具、器具及び備品（純額） 2,017 3,546

土地 6,502 6,759

リース資産（純額） 150 141

建設仮勘定 2,524 702

有形固定資産合計 30,582 35,936

無形固定資産   

借地権 48 48

商標権 0 1

ソフトウエア 267 488

電話加入権 57 57

その他 119 0

無形固定資産合計 493 596

投資その他の資産   

投資有価証券 405 445

関係会社株式 8,419 8,454

出資金 0 0

長期前払費用 503 453

繰延税金資産 686 1,022

敷金及び保証金 8,013 8,419

建設協力金 2,725 2,174

店舗賃借仮勘定 186 205

長期預金 1,500 1,500

その他 86 40

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 22,511 22,701

固定資産合計 53,587 59,234

資産合計 76,873 81,874



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年８月31日) 

当事業年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,707 4,115

1年内返済予定の長期借入金 1,992 4,013

リース債務 8 8

未払金 2,653 2,813

未払費用 171 154

未払法人税等 1,713 1,185

未払消費税等 294 －

預り金 289 383

前受収益 2 3

賞与引当金 1,189 1,057

株主優待引当金 238 227

設備関係未払金 146 215

デリバティブ負債 161 71

資産除去債務 27 21

その他 23 24

流動負債合計 12,618 14,294

固定負債   

長期借入金 1,510 2,078

リース債務 148 139

資産除去債務 2,338 2,495

その他 35 33

固定負債合計 4,031 4,747

負債合計 16,650 19,041

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金 9,007 9,007

資本剰余金合計 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金 36,970 41,170

繰越利益剰余金 5,636 3,979

利益剰余金合計 44,759 47,302

自己株式 △2,211 △2,211

株主資本合計 60,168 62,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61 △35

評価・換算差額等合計 △61 △35

新株予約権 115 157

純資産合計 60,223 62,832

負債純資産合計 76,873 81,874



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 98,426 102,263

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 3,095 3,164

当期商品仕入高 22,656 25,224

当期製品製造原価 10,200 11,281

合計 35,952 39,670

他勘定振替高 258 259

商品及び製品期末たな卸高 3,164 4,178

売上原価合計 32,530 35,232

売上総利益 65,896 67,030

販売費及び一般管理費 56,466 59,990

営業利益 9,429 7,040

営業外収益   

受取利息 71 67

有価証券利息 0 7

為替差益 170 635

補助金収入 18 19

デリバティブ評価益 183 －

その他 32 18

営業外収益合計 476 748

営業外費用   

支払利息 8 11

デリバティブ評価損 － 20

その他 2 －

営業外費用合計 11 31

経常利益 9,894 7,756

特別利益   

補償金収入 34 36

特別利益合計 34 36

特別損失   

減損損失 376 637

固定資産除却損 112 123

関係会社株式評価損 － 540

店舗閉店損失 62 106

特別損失合計 552 1,408

税引前当期純利益 9,377 6,384

法人税、住民税及び事業税 4,069 3,080

法人税等調整額 240 △147

法人税等合計 4,310 2,933

当期純利益 5,066 3,450



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,612 8,612

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,612 8,612

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

資本剰余金合計   

当期首残高 9,007 9,007

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,007 9,007

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 2,153 2,153

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,153 2,153

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 32,270 36,970

当期変動額   

別途積立金の積立 4,700 4,200

当期変動額合計 4,700 4,200

当期末残高 36,970 41,170

繰越利益剰余金   

当期首残高 6,178 5,636

当期変動額   

別途積立金の積立 △4,700 △4,200

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,066 3,450

当期変動額合計 △541 △1,657

当期末残高 5,636 3,979

利益剰余金合計   

当期首残高 40,601 44,759

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,066 3,450

当期変動額合計 4,158 2,542

当期末残高 44,759 47,302



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

自己株式   

当期首残高 △2,210 △2,211

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △2,211 △2,211

株主資本合計   

当期首残高 56,010 60,168

当期変動額   

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,066 3,450

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 4,158 2,542

当期末残高 60,168 62,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △102 △61

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 25

当期変動額合計 41 25

当期末残高 △61 △35

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △102 △61

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 25

当期変動額合計 41 25

当期末残高 △61 △35

新株予約権   

当期首残高 68 115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 47 41

当期変動額合計 47 41

当期末残高 115 157

純資産合計   

当期首残高 55,976 60,223

当期変動額   

剰余金の配当 △908 △908

当期純利益 5,066 3,450

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88 67

当期変動額合計 4,246 2,609

当期末残高 60,223 62,832



 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

（4）個別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）

６．その他
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