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1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12月31日） 

（注）平成25年３月１日付で、株式１株につき300株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、25年９月期 
   第１四半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定した場合の数値を記載しております。 

(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3月期第1四半期 3,209 △0.9 1,005 13.3 993 10.4 626 13.3
25年9月期第1四半期 3,239 △0.1 887 26.9 900 29.9 553 41.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 644百万円 （14.8％） 25年9月期第1四半期 560百万円 （65.1％）

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1四半期 16.59 16.31
25年9月期第1四半期 12.87 12.67

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3月期第1四半期 10,692 3,842 35.8 101.26
25年9月期 9,362 3,505 37.3 92.42
（参考）自己資本 26年3月期第1四半期 3,825百万円 25年9月期 3,488百万円

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 
当社は決算期（事業年度の末日）を毎年９月30日から毎年３月31日に変更しております。経過期間である平成26年３月期は６ヶ月決算となります。 

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9月期 ― 5.75 ― 8.25 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 7.53 7.53

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年10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 
平成26年３月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については６ヶ月間（平成25年10月１日～平成26年３月31日）の予想数値を記載しております。こ
のため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 

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 5,921 ― 1,504 ― 1,528 ― 947 ― 25.10
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(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） 

（注）平成25年３月１日付で、株式１株につき300株の株式分割を行っておりますが、25年9月期1Q期中平均株式数（四半期累計）については、前連結 
   会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算定した場合の数値を記載しております。 

※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きの対象外であり、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。 

※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、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仮定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、 
「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」をご覧下さい。  

※ 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3月期1Q 48,604,200 株 25年9月期 48,604,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 10,825,739 株 25年9月期 10,855,615 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 37,768,354 株 25年9月期1Q 42,992,025 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高3,209百万円（前年同期比0.9％減）、営業利

益1,005百万円（同13.3％増）、経常利益993百万円（同10.4％増）、四半期純利益626百万円（同13.3％増）と前

年同期に比べ増益となりました。 

当社グループは、前連結会計年度において過去 高売上及び過去 高利益を達成し、当社グループが考えるレス

トラン経営のあるべき姿を収益面において確立いたしました。これを機に、前連結会計年度終了後に会計年度の変

更を行うとともに、経営理念を更に深化させ、新たな成長ステージへの第一歩を当連結会計年度において踏み出し

ました。 

当第１四半期連結累計期間は、前連結会計年度に出店した「ラ・フェット ひらまつ」（大阪府大阪市）をはじ

め、各レストラン共に堅調に推移したことに加え、ブライダル施策において売上至上主義にとらわれることなく、

利益重視の体制（お客様の要望を第一に考え、適正な利益を確保する）を強化推進した結果、前年同期に比べ売上

高はほぼ同等となりましたが、収益性が向上し営業利益率が31.3％となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,329百万円増加し、10,692百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が1,198百万円、売掛金が115百万円それぞれ増加したことによるものであります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ993百万円増加し、6,850百万円となりました。これは主に、有利子負債が

1,387百万円増加した一方で、未払法人税等が377百万円減少したことによるものであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ336百万円増加し、3,842百万円となりました。これは主に、利益剰余金が315

百万円増加したこと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 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年11月13日に公表いたしました「平成25年９月期 決算

短信」に記載された内容から変更はございません。 

  

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスク

や不確定要素が含まれております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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
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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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 907,539 2,105,556

売掛金 396,618 511,903

原材料及び貯蔵品 1,715,367 1,727,665

繰延税金資産 104,267 67,884

その他 177,465 225,616

貸倒引当金 △388 △350

流動資産合計 3,300,871 4,638,276

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,608,234 4,711,639

減価償却累計額 △1,099,093 △1,142,389

建物及び構築物（純額） 3,509,140 3,569,249

機械装置及び運搬具 69,732 51,979

減価償却累計額 △64,682 △47,606

機械装置及び運搬具（純額） 5,050 4,373

工具、器具及び備品 1,701,486 1,758,219

減価償却累計額 △1,291,962 △1,312,160

工具、器具及び備品（純額） 409,523 446,059

土地 299,273 299,273

リース資産 110,985 110,985

減価償却累計額 △47,963 △52,309

リース資産（純額） 63,022 58,676

建設仮勘定 80,202 13,562

有形固定資産合計 4,366,213 4,391,194

無形固定資産 6,672 6,048

投資その他の資産   

繰延税金資産 52,536 51,489

敷金及び保証金 1,448,133 1,416,630

その他 210,382 211,012

貸倒引当金 △22,063 △22,119

投資その他の資産合計 1,688,989 1,657,012

固定資産合計 6,061,874 6,054,256

資産合計 9,362,745 10,692,532
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 500,991 503,704

短期借入金 － 500,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 1,034,944 1,111,610

リース債務 15,604 18,466

未払金 102,872 92,460

未払費用 182,805 185,773

未払法人税等 726,000 349,000

未払消費税等 63,314 83,064

前受金 434,014 275,445

その他 123,127 240,706

流動負債合計 3,203,673 3,380,231

固定負債   

長期借入金 2,448,502 3,263,516

リース債務 47,779 40,601

資産除去債務 149,016 158,063

その他 7,816 7,769

固定負債合計 2,653,114 3,469,950

負債合計 5,856,788 6,850,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,213,540 1,213,540

資本剰余金 1,191,492 1,184,135

利益剰余金 5,128,418 5,443,741

自己株式 △4,113,759 △4,102,503

株主資本合計 3,419,690 3,738,913

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 69,024 86,543

その他の包括利益累計額合計 69,024 86,543

新株予約権 17,241 16,894

純資産合計 3,505,957 3,842,351

負債純資産合計 9,362,745 10,692,532
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,239,072 3,209,274

売上原価 1,173,171 1,124,636

売上総利益 2,065,900 2,084,638

販売費及び一般管理費 1,178,073 1,078,941

営業利益 887,827 1,005,697

営業外収益   

受取利息 395 0

為替差益 14,321 －

協賛金収入 2,009 3,735

広告料収入 3,236 1,427

その他 5,016 6,689

営業外収益合計 24,980 11,852

営業外費用   

支払利息 8,831 7,832

固定資産除却損 2,570 －

為替差損 － 15,773

その他 1,293 3

営業外費用合計 12,695 23,609

経常利益 900,111 993,940

税金等調整前四半期純利益 900,111 993,940

法人税、住民税及び事業税 332,093 329,777

法人税等調整額 14,634 37,414

法人税等合計 346,727 367,191

四半期純利益 553,384 626,749
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

四半期純利益 553,384 626,749

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 7,582 17,518

その他の包括利益合計 7,582 17,518

四半期包括利益 560,967 644,267

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 560,967 644,267

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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