
  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

  

  

(注) 当社は、平成25年３月期より決算日を１月20日から３月31日に変更いたしました。これに伴い、平成26年３月期第２四

半期（平成25年４月１日から平成25年９月30日）と、比較対象となる平成25年３月第２四半期（平成24年１月21日から

平成24年７月20日）の期間が異なるため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
  
  

  

  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
  

(注) １．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

２．平成25年３月期は決算期変更により14ヶ月11日間の決算となっておりますので、対前期増減率については記載して

おりません。 
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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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２四半期 9,851 － 328 － 344 － 317 －
25年３月期第２四半期 9,152 △4.0 97 － 112 － 43 －

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 363 百万円 ( － ) 25年３月期第２四半期 5 百万円 ( －％)

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２四半期 12.73 －
25年３月期第２四半期 1.79 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 15,193 10,641 69.9
25年３月期 15,237 10,405 68.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 10,627 百万円 25年３月期 10,392 百万円

２．配当の状況

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 － 5.00 5.00

26年３月期 － 0.00

26年３月期(予想) － 5.00 5.00

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、対前期増減率)

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 19,400 ― 635 ― 650 ― 465 ― 18.62



  

  

・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を実施中です。 

  

・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あ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）２ページ「１.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   ―社 (社名)          、除外   ―社 (社名)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 24,972,784 25年３月期 24,972,784

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 4,902 25年３月期 1,920

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 24,969,641 25年３月期２Ｑ 24,381,136

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 前連結会計年度の決算期変更に伴い、当第２四半期連結累計期間は比較対象となる前第２四半期連結

累計期間と対象期間が異なるため、対前年同四半期増減比較は記載しておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日）におけるわが国経済は、政府

の経済対策や金融政策により、円高の是正や株価上昇など景況感に改善の兆しが見られたものの、実体

経済は、海外経済の不確実性等による景気の下振れリスクの懸念、原材料費や電気料金の値上がりなど

から、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

外食産業につきましても、景気回復と連動する形で緩やかに外食支出は回復してきておりますが、中

食需要の高まりなど小売業を巻き込んでの食市場の争奪戦となっております。 

 このような環境のもと当社グループは、お客様起点思考の視座をグループ全社で堅持しながら、店舗

の改革を進めると共に、期首より①「経営基盤の強化」、②「科学的経営の推進」、③「研修制度の拡

充」を柱に取組んでまいりました。 

 当社の主力業態であり、「サガミ」の店名で親しまれております和食麺類部門では、全店販売促進

企画として「料理フェア」を４回実施したほか、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県・富山県・奈良県で

「こだわり テレビCM」を４パターン放映いたしました。客単価こそ対前年同一期間（４月１日から９

月30日）で2.2％減となりましたが、前述の取組みなどにより既存店の客数は、対前年同一期間（４月

１日から９月30日）で6.2％増となり、既存店売上高は、対前年同一期間（４月１日から９月30日）で

4.0％増となりました。 

店舗関係では、当第２四半期末での『和食麺類部門』の店舗数は127店舗で増減はありません。 

セルフサービス方式のどんどん庵部門では、「どんどん祭り」を１回実施したほか、「料理フェア」

を４回実施いたしました。 

店舗関係では、４月に長喜町店を閉鎖し、７月に星見ヶ丘店をあいそ家Kitchen大山田店としてリニ

ューアルオープンいたしました。 

当第２四半期末での『どんどん庵部門』の店舗数は、45店舗であります。 

その他の部門では、大型セルフうどんの「製麺大学」において、「初春の大学祭」を１回、「料理フ

ェア」を５回実施し、団欒食堂「あいそ家」において、「あいそ家 お客様感謝祭」を１回実施いたし

ました。店舗関係では、フランチャイジーの「かつや」２店舗の営業権を売却いたしました。また、４

月にショッピングセンターのバロー大津店に「サガミ村」を出店し、更には９月にイオンタウン名西店

に「サガミ村」の２号店を出店いたしました。 

当第２四半期末での『その他部門』の店舗数は、34店舗であります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,851百万円、営業利益は328百万円、経常利益は

344百万円、四半期純利益は317百万円となりました。 

  

① 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、15,193百万円と前連結会計年度末に比べ43百万円の減少と

なりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ159百万円減少し3,825百万円、固定資産は115百万円

増加し11,368百万円、流動負債は前連結会計年度末に比べ23百万円減少し3,110百万円、固定負債は255

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

（２）財政状態に関する説明
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百万円減少し1,442百万円、純資産は236百万円増加し10,641百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結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、前連結会計

年度末に比べて102百万円減少し3,016百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キ

ャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は256百万円となりました。これ

は主に、税金等調整前当期純利益が増加したこと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） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は61百万円となりました。これは

主に、有価証券の償還による収入が発生したこと、有形固定資産の売却による収入が増加したこと等

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） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は467百万円となりました。これ

は主に、長期借入金の返済による支出が増加したことによるものであります。 

  

平成25年５月13日に発表した連結業績予想から修正はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,108,107 2,991,645

受取手形及び売掛金 104,552 82,567

有価証券 292,880 154,754

商品及び製品 58,189 67,113

原材料及び貯蔵品 194,078 212,331

その他 227,117 317,335

流動資産合計 3,984,925 3,825,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,729,578 1,747,958

機械装置及び運搬具（純額） 169,014 148,356

土地 6,159,243 6,170,178

その他（純額） 113,806 250,844

有形固定資産合計 8,171,642 8,317,337

無形固定資産 132,542 134,266

投資その他の資産   

投資有価証券 1,119,457 1,174,005

差入保証金 1,444,021 1,417,107

その他 396,361 333,757

貸倒引当金 △11,925 △8,450

投資その他の資産合計 2,947,915 2,916,420

固定資産合計 11,252,100 11,368,025

資産合計 15,237,026 15,193,773

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 586,394 465,662

短期借入金 480,000 560,000

1年内返済予定の長期借入金 1,028,897 995,598

未払金 655,463 577,829

未払法人税等 28,356 97,716

賞与引当金 82,045 78,878

店舗閉鎖損失引当金 2,603 －

その他 270,207 334,332

流動負債合計 3,133,968 3,110,016
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 1,149,068 774,488

長期未払金 110,470 90,350

退職給付引当金 5,945 5,484

資産除去債務 312,610 311,315

その他 119,726 260,836

固定負債合計 1,697,820 1,442,475

負債合計 4,831,788 4,552,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,303,521 6,303,521

資本剰余金 3,405,791 3,405,791

利益剰余金 626,735 819,676

自己株式 △1,585 △4,050

株主資本合計 10,334,462 10,524,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 63,961 62,910

為替換算調整勘定 △5,999 39,724

その他の包括利益累計額合計 57,962 102,634

少数株主持分 12,812 13,708

純資産合計 10,405,237 10,641,282

負債純資産合計 15,237,026 15,193,773

株式会社サガミチェーン（9900）　平成26年3月期第2四半期決算短信

－　6　－



（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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月21日 
 至 平成24年７月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,152,114 9,851,029

売上原価 2,828,621 2,965,755

売上総利益 6,323,493 6,885,274

販売費及び一般管理費 6,226,036 6,556,658

営業利益 97,456 328,615

営業外収益   

受取利息 3,967 2,016

受取配当金 13,784 13,842

為替差益 － 8,973

受取保険金 9,903 3,026

雑収入 16,543 9,481

営業外収益合計 44,200 37,340

営業外費用   

支払利息 22,265 17,200

雑損失 6,549 3,794

営業外費用合計 28,814 20,995

経常利益 112,842 344,960

特別利益   

保険解約益 － 22,439

資産除去債務戻入益 － 11,499

有価証券償還益 － 33,360

営業権譲渡益 － 47,738

固定資産売却益 3,816 7,254

その他 318 －

特別利益合計 4,135 122,291

特別損失   

役員弔慰金 － 47,000

固定資産売却損 1,215 9,762

固定資産除却損 18,586 10,730

減損損失 8,538 16,022

保険解約損 5,242 －

その他 6,997 6,197

特別損失合計 40,579 89,712

税金等調整前四半期純利益 76,397 377,539

法人税、住民税及び事業税 40,010 65,236

法人税等調整額 △7,186 △4,395

法人税等合計 32,824 60,840

少数株主損益調整前四半期純利益 43,573 316,699

少数株主損失（△） － △1,095

四半期純利益 43,573 317,794
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月21日 
 至 平成24年７月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 43,573 316,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △43,586 △1,051

為替換算調整勘定 5,942 47,715

その他の包括利益合計 △37,643 46,664

四半期包括利益 5,929 363,363

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,998 362,466

少数株主に係る四半期包括利益 △2,068 896
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月21日 
 至 平成24年７月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 76,397 377,539

減価償却費 177,123 192,755

減損損失 8,538 16,022

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,200 △3,475

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,353 △3,166

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △59,589 △2,603

受取利息及び受取配当金 △17,752 △15,859

支払利息 22,265 17,200

固定資産売却損益（△は益） △2,600 2,507

固定資産除却損 18,586 10,730

有価証券償還益 － △33,360

営業権譲渡益 － △47,738

資産除去債務戻入益 － △11,499

売上債権の増減額（△は増加） △5,720 21,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,570 △27,177

仕入債務の増減額（△は減少） △65,453 △120,732

未払金の増減額（△は減少） △166,824 △130,607

その他 △97,422 26,601

小計 △119,576 269,121

利息及び配当金の受取額 16,694 15,644

利息の支払額 △22,103 △16,500

法人税等の支払額 △70,204 △11,778

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,190 256,487

投資活動によるキャッシュ・フロー   

営業権の譲渡による収入 － 18,486

定期預金の預入による支出 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有価証券の償還による収入 － 160,000

有形固定資産の取得による支出 △240,759 △234,303

有形固定資産の売却による収入 40,360 73,228

投資有価証券の取得による支出 △63,055 △12,500

投資有価証券の償還による収入 5,000 －

子会社株式の売却による収入 17,160 －

差入保証金の差入による支出 △24,244 △21,773

差入保証金の回収による収入 69,514 23,551

その他 10,900 55,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,123 61,710
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月21日 
 至 平成24年７月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 80,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △283,050 △807,879

自己株式の取得による支出 △692 △2,464

配当金の支払額 － △124,101

リース債務の返済による支出 △9,253 △13,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △292,996 △467,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,899 47,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △667,410 △102,031

現金及び現金同等物の期首残高 3,017,435 3,118,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,350,024 3,016,400
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（４）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）
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