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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11月30日） 

 

(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2月期第3四半期 6,769 △9.1 135 △73.7 266 △64.6 103 △72.3

25年2月期第3四半期 7,448 5.5 514 15.7 752 38.0 372 123.1

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 103百万円 （△67.7％） 25年2月期第3四半期 319百万円 （88.4％）

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2月期第3四半期 12.08 10.87

25年2月期第3四半期 43.61 39.27

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2月期第3四半期 5,981 4,652 77.8 543.78

25年2月期 6,412 4,728 73.7 552.77

（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  4,652百万円 25年2月期  4,728百万円

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  

・平成25年２月期期末配当の内訳は、普通配当８円00銭 記念配当４円00銭であります。 

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2月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00

26年2月期 ― 9.00 ―

26年2月期（予想） 9.00 18.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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  ：  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

通期 9,233 △8.1 376 △51.7 523 △51.5 236 △53.8 27.59



(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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 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おりますが、この四半期決算短信においては、金融商品取引法に基づく、四半期レビュ

ー手続の対象外となっております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

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2月期3Q 8,689,600 株 25年2月期 8,688,400 株

② 期末自己株式数 26年2月期3Q 133,700 株 25年2月期 133,700 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 8,555,795 株 25年2月期3Q 8,551,136 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策により企業業績は穏やかながらも改善に

向かい、消費マインドの一部には回復の傾向が見られるものの、円安に伴う原材料価格の上昇や、今後の消費税の

増税による景気の腰折れリスクも懸念され、景気の先行きは不透明な状況が続いております。  

 当外食業界におきましても、個人消費における生活防衛意識や節約志向は依然として強く、厳しい状況で推移い

たしました。 

 このような状況の下、当社グループにおきましては、客単価5,000円前後の主力和食居酒屋業態「天地旬鮮 八

吉」を中心に、主として東京都内のビジネス街に店舗展開を進めており、同業他社とは一線を画した営業戦略で差

別化を図っております。当第３四半期連結累計期間におきましては、平成25年９月に、中央区八重洲の好立地ビル

に３店舗を一斉オープンしたほか、江戸情緒あふれる雰囲気の中で、創業100年以上の老舗の食材を使用したメニ

ューを提供する「老舗屋」日本橋店を業態変更によりオープンし、好評を博しております。その他、業績不振の２

店舗の閉店を行った結果、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は80店舗となっております。 

 また、平成25年11月に山口県仙崎漁港の買参権を新たに取得し、新潟県や島根県の既に買参権を有する漁港と合

わせて、漁港でのセリに参加できる漁港は12漁港となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、6,769,831千円（前年同四半期比9.1％減）、営業利益は、

135,567千円(同73.7％減）、経常利益は、266,259千円（同64.6％減）、四半期純利益は、103,339千円（同72.3％

減）となりました。 

 今後も引き続き無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港で鮮魚を直接買付けることのできる権利、

すなわち買参権をさらに活かすべく、特に既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするために戦略的

な営業、人員の採用を引き続き実施していく所存であります。 

（注）当社グループは、飲食事業並びにこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載

を省略しております。    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の部は、5,981,906千円、負債の部は、1,329,402千円、純資産の部

は、4,652,503千円となりました。この結果、自己資本比率は、77.8％となっております。 

① 流動資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、1,928,658千円となり、前連結会計年度末と比較して

357,273千円減少しております。主な要因は、売掛金が49,564千円、商品が56,535千円、前払税金が141,634千円

増加し、既存借入金の返済や税金納付等があったことにより現金及び預金が619,611千円減少したことによるも

のであります。なお、当第３四半期連結会計期間末の流動資産÷流動負債で表される流動比率は、前連結会計年

度末と比較して4.3ポイント悪化し、192.2％となりました。 

② 固定資産 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、4,053,248千円となり、前連結会計年度末と比較して

73,529千円減少しております。主な要因は、有形固定資産が減価償却費等により17,728千円減少し、無形固定資

産がのれん償却額等により5,784千円減少し、さらに投資その他の資産が敷金保証金、繰延税金資産の減少等に

より50,016千円減少したことによるものであります。 

③ 流動負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、1,003,244千円となり、前連結会計年度末と比較して

159,889千円減少しております。主な要因は、未払金が110,078千円増加し、１年内返済予定の長期借入金が

65,248千円、税金納付により未払法人税等が210,077千円減少したこと等によるものであります。 

④ 固定負債 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、326,158千円となり、前連結会計年度末と比較して194,623

千円減少しております。主な要因は、返済により長期借入金が176,174千円減少したことによるものでありま

す。 

⑤ 純資産の部 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、4,652,503千円となり、前連結会計年度末と比較して76,290千

円減少しております。主な要因は、当第３四半期連結累計期間における四半期純利益103,339千円の計上による

増加、剰余金の配当による179,659千円の減少によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年10月８日の「平成26年２月期第２四半期業績予想値と実績値の差異及び

通期業績予想の修正に関するお知らせ」で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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 

（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２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,613,119 993,508 

売掛金 212,192 261,757 

商品 199,307 255,842 

その他 261,311 417,549 

流動資産合計 2,285,931 1,928,658 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,422,906 1,407,272 

土地 741,130 741,130 

建設仮勘定 15,050 － 

その他（純額） 161,819 174,774 

有形固定資産合計 2,340,906 2,323,177 

無形固定資産   

のれん 5,630 － 

その他 13,311 13,156 

無形固定資産合計 18,941 13,156 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,652,224 1,624,064 

その他 129,760 107,903 

貸倒引当金 △15,054 △15,054 

投資その他の資産合計 1,766,930 1,716,914 

固定資産合計 4,126,778 4,053,248 

資産合計 6,412,709 5,981,906 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 161,814 197,645 

1年内返済予定の長期借入金 304,210 238,962 

未払法人税等 219,954 9,876 

資産除去債務 1,447 5,300 

その他 475,706 551,459 

流動負債合計 1,163,133 1,003,244 

固定負債   

長期借入金 345,886 169,712 

資産除去債務 127,785 123,293 

その他 47,110 33,152 

固定負債合計 520,781 326,158 

負債合計 1,683,915 1,329,402 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,161,227 1,161,242 

資本剰余金 1,219,935 1,219,949 

利益剰余金 2,466,454 2,390,133 

自己株式 △118,821 △118,821 

株主資本合計 4,728,794 4,652,503 

純資産合計 4,728,794 4,652,503 

負債純資産合計 6,412,709 5,981,906 

㈱一六堂（3366）　平成26年２月期第３四半期決算短信

－4－



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年11月30日) 

売上高 7,448,717 6,769,831 

売上原価 2,104,902 1,968,484 

売上総利益 5,343,814 4,801,347 

販売費及び一般管理費 4,829,056 4,665,780 

営業利益 514,758 135,567 

営業外収益   

受取利息 94 123 

受取配当金 5,138 47 

為替差益 4,284 34,412 

協賛金収入 97,470 83,560 

投資有価証券売却益 116,100 － 

その他 25,211 18,228 

営業外収益合計 248,299 136,373 

営業外費用   

支払利息 10,044 5,146 

その他 898 534 

営業外費用合計 10,943 5,681 

経常利益 752,115 266,259 

特別損失   

固定資産除却損 4,526 5,113 

減損損失 56,830 40,355 

店舗閉鎖損失 4,594 41,275 

特別損失合計 65,951 86,744 

税金等調整前四半期純利益 686,163 179,515 

法人税、住民税及び事業税 290,538 56,470 

法人税等調整額 22,715 19,705 

法人税等合計 313,254 76,176 

少数株主損益調整前四半期純利益 372,909 103,339 

四半期純利益 372,909 103,339 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 372,909 103,339 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △53,214 － 

その他の包括利益合計 △53,214 － 

四半期包括利益 319,694 103,339 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 319,694 103,339 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。    

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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