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1. 平成26年6月期第2四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年12月31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6月期第2四半期 1,854 37.6 236 129.4 240 121.1 96 89.6
25年6月期第2四半期 1,347 2.2 103 △1.4 108 △2.0 50 △3.5

（注）包括利益 26年6月期第2四半期 134百万円 （74.5％） 25年6月期第2四半期 76百万円 （―％）

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6月期第2四半期 17.04 ―
25年6月期第2四半期 8.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第2四半期 3,388 2,605 76.9
25年6月期 3,373 2,527 74.9
（参考）自己資本 26年6月期第2四半期 2,605百万円 25年6月期 2,527百万円

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6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年6月期 ― 0.00
26年6月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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 3,620 18.9 400 59.2 405 59.2 200 79.9 35.34



(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 ： 有

(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
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の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
四半期連結財務諸表レビュー手続は終了しておりません。

※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
績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、添付資料１
ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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
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6月期2Q 6,140,850 株 25年6月期 6,140,850 株
② 期末自己株式数 26年6月期2Q 480,822 株 25年6月期 480,822 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期2Q 5,660,028 株 25年6月期2Q 5,660,049 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株高による消費者マインドの改善により個人消費が堅調だ

ったほか、円安による輸出環境の改善により景気回復の兆しが見られました。一方で、海外景気の下振れや、円

安による原材料価格の高騰、消費税増税による消費低迷への懸念など、国内景気の下振れリスクが依然として存

在しております。

当社グループの主要マーケットである焼肉業界は、景気回復に伴い個人消費マインドも改善し明るい兆しがある

ものの、原材料価格の上昇もあり、引き続き厳しい経営環境となりました。

このような状況下で、当社グループは、新規出店を計画のお客様には物件紹介を始め内装工事等も含めた一括受

注を、既存店のお客様には店舗改装やメンテナンス提案などを実施し「繁盛店」となっていただけるよう販売強化

に努めてまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,854百万円（前年同期比37.7％増）となりました。ま

た、利益面につきましては経費増もありましたが増収効果が寄与し、営業利益は236百万円（前年同期比129.4％

増）、経常利益は240百万円（前年同期比121.1％増）、四半期純利益は96百万円（前年同期比89.6％増）の増収増

益となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、3,388百万円となり、前連結会計年度末と比較して14百万円

増加しました。この主な要因は現金及び預金が29百万円減少しましたが、投資有価証券が56百万円増加したこと

によるものです。

②負債

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、783百万円となり、前連結会計年度末と比較して63百万円

減少しました。この主な要因は、未払法人税等が41百万円増加しましたが、短期借入金が50百万円減少したこと

などによるものです。 

③純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、2,605百万円となり、前連結会計年度末と比較して77百万円

増加しました。この主な要因は、剰余金の配当が56百万円ありましたが、四半期純利益96百万円の計上があった

ことによるものです。

④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、前連結会計年度末と比

較して10百万円減少し1,242百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金の増加は、129百万円（前年同四半期は202百万円の増加）であります。これは、税金

等調整前四半期純利益206百万円などが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動における資金の減少は、28百万円（前年同四半期は73百万円の増加）であります。これは、非連結

子会社株式の取得による支出が50百万円あったことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動における資金の減少は、112百万円（前年同四半期は112百万円の減少）であります。これは、短期

借入金の返済（純額）が50百万円、配当金の支払が56百万円あったことが主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、平成26年２月６日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想に変更

はありません。

なお、上記の予想は当社グループが現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基いた見込みであり、多

分に不確定な要素を含んでおります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（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６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,478,652 1,449,259

受取手形及び売掛金 401,034 392,842

商品及び製品 44,702 39,053

仕掛品 30,217 28,002

原材料及び貯蔵品 160,323 159,366

その他 30,337 37,725

流動資産合計 2,145,268 2,106,250

固定資産

有形固定資産

土地 461,679 461,679

その他（純額） 186,866 185,820

有形固定資産合計 648,545 647,499

無形固定資産 6,823 6,321

投資その他の資産

投資有価証券 432,881 489,360

その他 158,804 158,001

貸倒引当金 △18,581 △19,130

投資その他の資産合計 573,105 628,230

固定資産合計 1,228,474 1,282,051

資産合計 3,373,742 3,388,302

負債の部

流動負債

買掛金 71,687 69,304

短期借入金 220,000 170,000

未払法人税等 69,181 110,185

引当金 29,820 30,500

その他 323,753 255,010

流動負債合計 714,443 635,000

固定負債

役員退職慰労引当金 50,610 55,230

その他の引当金 16,205 20,700

その他 65,063 72,353

固定負債合計 131,878 148,283

負債合計 846,321 783,284
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 639,307 639,307

資本剰余金 595,887 595,887

利益剰余金 1,426,442 1,466,316

自己株式 △188,103 △188,103

株主資本合計 2,473,533 2,513,408

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 45,175 80,679

為替換算調整勘定 8,711 10,929

その他の包括利益累計額合計 53,887 91,608

純資産合計 2,527,420 2,605,017

負債純資産合計 3,373,742 3,388,302
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（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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 1,347,426 1,854,684

売上原価 826,239 1,131,174

売上総利益 521,186 723,510

販売費及び一般管理費 418,114 487,094

営業利益 103,072 236,415

営業外収益

受取利息 205 205

受取配当金 1,453 1,832

受取賃貸料 4,419 4,527

為替差益 2,215 －

その他 2,130 452

営業外収益合計 10,424 7,017

営業外費用

支払利息 1,441 575

投資事業組合運用損 832 720

不動産賃貸費用 2,573 1,744

その他 － 160

営業外費用合計 4,847 3,201

経常利益 108,649 240,231

特別損失

固定資産除却損 151 －

投資有価証券評価損 － 33,661

投資有価証券売却損 5,862 －

ゴルフ会員権売却損 2,000 －

特別損失合計 8,014 33,661

税金等調整前四半期純利益 100,635 206,569

法人税等 49,762 110,095

少数株主損益調整前四半期純利益 50,872 96,474

四半期純利益 50,872 96,474
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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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 50,872 96,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,173 35,504

為替換算調整勘定 △3,125 2,217

その他の包括利益合計 26,047 37,721

四半期包括利益 76,920 134,196

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,920 134,196

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31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 100,635 206,569

減価償却費 12,323 13,894

貸倒引当金の増減額（△は減少） △792 549

賞与引当金の増減額（△は減少） 300 3,980

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,600 △3,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,318 4,495

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,506 4,620

受取利息及び受取配当金 △1,659 △2,037

投資事業組合運用損益（△は益） 832 720

支払利息 1,441 575

投資有価証券売却損益（△は益） 5,862 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 33,661

固定資産除売却損益（△は益） 151 －

為替差損益（△は益） △2,215 160

売上債権の増減額（△は増加） 195,435 △8,994

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,499 10,520

仕入債務の増減額（△は減少） △31,690 △3,242

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,916 7,333

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 2,000 －

その他 △52,270 △73,862

小計 209,994 195,673

利息及び配当金の受取額 1,659 2,037

利息の支払額 △1,441 △575

法人税等の支払額 △7,419 △68,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,792 129,002

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 △161,456 △210,472

定期預金の払戻による収入 201,448 229,464

有形固定資産の取得による支出 △10,614 △2,410

投資有価証券の売却による収入 25,768 －

非連結子会社株式の取得による支出 － △50,000

ゴルフ会員権の売却による収入 14,000 －

貸付金の回収による収入 560 510

その他 4,078 4,853

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,783 △28,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500,000 940,000

短期借入金の返済による支出 △570,000 △990,000

自己株式の取得による支出 △13 －

リース債務の返済による支出 △3,412 △6,273

配当金の支払額 △39,370 △56,193

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,795 △112,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △812 1,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 162,968 △10,401

現金及び現金同等物の期首残高 827,387 1,252,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 990,356 1,242,123
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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）
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