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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12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3月期第3四半期 5,166 △0.5 47 ― 52 ― 0 ―
25年3月期第3四半期 5,193 △3.5 △0 ― △1 ― △30 ―

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3四半期 0.49 ―
25年3月期第3四半期 △20.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 3,547 1,191 33.6
25年3月期 3,767 1,233 32.8
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,191百万円 25年3月期 1,233百万円

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 ― 30.00 30.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 30.00 30.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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）

（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 7,000 0.8 115 348.0 110 401.8 30 ― 20.75



(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 

(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 ： 無
②①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3Q 1,449,168 株 25年3月期 1,449,168 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,532 株 25年3月期 3,448 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 1,445,689 株 25年3月期3Q 1,445,778 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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成25年５月10日発表の業績予想を修正しておりません。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の２ページをご覧ください。 



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………………  2

２．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  4

第３四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………  4

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………  5

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  5

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  5



（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による各種政策の効果等から製造業を中心に収益も好転し、

景況感は徐々に改善されつつあるものの、新興国の経済の減速や円安による原材料価格の上昇等から、引き続き不

透明な状況で推移しております。 

 外食業界におきましては、原材料価格やエネルギーコストの高騰等により、厳しい経営環境が続いております。

 このような環境下で、当社は「爆弾祭」の継続実施及び爆弾コンビメニューの投入等、爆弾ハンバーグの販売強

化を継続して取り組んでまいりました。 

 出退店につきましては、当第3四半期累計期間中には行いませんでしたので、当第3四半期会計期間末の店舗数は

前期末と変わらず67店舗でした。 

 当第3四半期累計期間の業績につきましては、爆弾コンビメニューの投入や季節のデザートフェアなどの施策を

行った結果、売上高はほぼ前年並みの 千円(前年同期比0.5％減)となりました。 

 利益面では原材料費の上昇等もありましたが、コスト削減に努めた結果、当第３四半期累計期間の営業利益は

千円(前年同期は営業損失 千円)、経常利益は 千円(前年同期は経常損失 千円)、四半期純利益

は 千円(前年同期は四半期純損失 千円)と減収増益となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産の状況） 

 資産は、前事業年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。主な要因は現金及び預金の減少

千円及び減価償却等による有形固定資産の減少 千円によるものであります。 

（負債の状況） 

 負債は、前事業年度末と比べ 千円減少し、 千円となりました。主な要因は有利子負債の減少

千円によるものであります。 

（純資産の状況） 

 純資産は、配当金の支払い及び四半期純利益の計上により、前事業年度末とに比べ 千円減少し、

千円となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の国内の景気動向及び個人消費の動向につきましては厳しい状況が続くと考えておりますが、当社といたし

ましては、売上確保のための施策の実施及び経費削減に取り組むことで、利益計画を達成すべく取り組んでおりま

す。  

 そのため、平成25年５月10日に発表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更はありま

せん。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,166,660

47,018 970 52,127 1,395

709 30,295

220,139 3,547,128

53,020 125,596

177,425 2,355,896

177,136

42,713

1,191,232



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 548,704 495,683

売掛金 31,091 30,263

商品及び製品 2,086 4,118

原材料及び貯蔵品 30,615 45,762

その他 123,207 109,960

流動資産合計 735,704 685,789

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,499,430 3,501,279

構築物 828,070 828,070

その他 905,051 912,833

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,433,644 △3,568,871

有形固定資産合計 1,798,907 1,673,310

無形固定資産 186,142 187,662

投資その他の資産   

差入保証金 502,376 475,397

その他 582,981 560,954

貸倒引当金 △38,845 △35,986

投資その他の資産合計 1,046,512 1,000,365

固定資産合計 3,031,563 2,861,339

資産合計 3,767,267 3,547,128

負債の部   

流動負債   

買掛金 209,110 213,354

短期借入金 290,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 307,296 305,476

未払金 284,792 287,837

未払法人税等 46,334 33,692

ポイント引当金 10,270 9,800

賞与引当金 33,084 15,501

その他 104,862 124,451

流動負債合計 1,285,750 1,240,112

固定負債   

長期借入金 829,674 694,358

退職給付引当金 100,889 103,384

役員退職慰労引当金 145,236 149,190

資産除去債務 117,575 119,426

その他 54,195 49,423

固定負債合計 1,247,571 1,115,783

負債合計 2,533,321 2,355,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 579,900 579,900

資本剰余金 496,182 496,182

利益剰余金 163,342 120,680

自己株式 △5,478 △5,530

株主資本合計 1,233,946 1,191,232

純資産合計 1,233,946 1,191,232

負債純資産合計 3,767,267 3,547,128



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 5,193,635 5,166,660

売上原価 1,653,845 1,665,072

売上総利益 3,539,790 3,501,587

販売費及び一般管理費 3,540,761 3,454,569

営業利益又は営業損失（△） △970 47,018

営業外収益   

受取利息 2,621 2,314

受取賃貸料 27,623 28,480

その他 9,441 12,997

営業外収益合計 39,686 43,792

営業外費用   

支払利息 16,211 13,719

賃貸収入原価 20,034 21,396

その他 3,865 3,567

営業外費用合計 40,111 38,683

経常利益又は経常損失（△） △1,395 52,127

特別利益   

受取補償金 6,370 －

特別利益合計 6,370 －

税引前四半期純利益 4,974 52,127

法人税、住民税及び事業税 28,304 28,267

法人税等調整額 6,965 23,150

法人税等合計 35,270 51,418

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,295 709



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

（３）四半期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）
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