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1. 平成26年8月期第2四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年2月28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8月期第2四半期 59,243 14.7 1,453 △57.5 1,672 △58.7 131 △93.1
25年8月期第2四半期 51,669 5.0 3,422 △13.5 4,044 △8.5 1,909 △15.8

（注）包括利益 26年8月期第2四半期 1,237百万円 （△63.2％） 25年8月期第2四半期 3,360百万円 （24.6％）

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8月期第2四半期 2.60 ―
25年8月期第2四半期 37.85 ―

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8月期第2四半期 84,616 67,418 79.5 1,332.74
25年8月期 87,472 67,344 76.8 1,331.86
（参考）自己資本 26年8月期第2四半期 67,231百万円 25年8月期 67,187百万円

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8月期 ― ― ― 18.00 18.00
26年8月期 ― ―
26年8月期（予想） ― 18.00 18.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8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 ： 有

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 126,200 14.3 5,900 △21.8 6,200 △26.6 2,600 △34.0 51.54



(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） ： 有

(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
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、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き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。業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧下さい。

※ 注記事項

新規 1社 （社名） 北京薩莉亜餐飲管理有限公司 、 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8月期2Q 52,272,342 株 25年8月期 52,272,342 株
② 期末自己株式数 26年8月期2Q 1,826,161 株 25年8月期 1,825,928 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期2Q 50,446,310 株 25年8月期2Q 50,446,842 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、現政権による経済政策により円安・株高の傾向が継続し、緩

やかな景気回復の動きが見られました。

外食産業におきましては、原材料価格の高騰や建築コストの高騰、平成26年４月からの消費税増税の影響も懸念

されることから、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、国内外における継続的な新規出店やメニューの改善に

よる商品力の強化、社内教育の強化等、さらなる収益力の向上に取り組んでまいりました。

これらの取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は592億43百万円（前年同期比14.7％増）、営業

利益は14億53百万円（前年同期比57.5％減）、経常利益は16億72百万円（前年同期比58.7％減）となりました。

また、四半期純利益につきましては、減損損失が増加したことなどから特別損失が4億18百万円増加し、131百万円

（前年同期比93.1％減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、当社グループは、第１四半期連結会計期間より、日本、豪州、アジア(上海、広州、北京、台湾、香港、

シンガポール)を報告セグメントとしております。

①日本

新規出店や商品力の強化などにより、売上高499億56百万円、営業利益は8億18百万円となりました。

②豪州

当社で使用する食材の製造等を行っており、売上高20億99百万円、営業利益は55百万円となりました。

③アジア

新規出店による新規顧客の獲得や知名度の浸透に努め、売上高92億9百万円、営業利益は5億99百万円となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産

当第２四半期連結会計期間末の総資産は846億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して28億56百万円の減

少となりました。主な要因は、現金及び預金の減少26億64百万円、建物及び構築物の増加16億18百万円、投資有価

証券の減少18億4百万円などであります。

負債合計は171億97百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億30百万円の減少となりました。主な要因

は、1年内返済予定の長期借入金の減少9億96百万円、長期借入金の減少12億51百万円などであります。

純資産合計は674億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して73百万円の増加となりました。この結果、自

己資本比率は79.5％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、前連結会計年度末と比

較して8億14百万円増加し、149億24百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、28億93百万円（前年同期比9億19百万円の増加）となりました。これは、主に

税金等調整前四半期純利益5億26百万円、減価償却費29億19百万円、法人税等の支払額12億35百万円等によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、42億57百万円（前年同期比14億39百万円の減少）となりました。これは、主に

有形固定資産の取得による支出38億62百万円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）

財務活動の結果使用した資金は、31億53百万円（前年同期比12億53百万円の増加）となりました。これは、主に

長期借入金の返済による支出22億47百万円、配当金の支払額9億5百万円等によるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年8月期の通期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえて予想した結果、変動が生ず

ることとなったため、以下の通り修正いたします。

なお、平成25年10月９日に発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

平成26年８月期（通期）連結業績予想（平成25年9月1日～平成26年8月31日）

平成26年８月期（通期）個別業績予想（平成25年9月1日～平成26年8月31日）

（個別業績予想の修正）

営業利益、経常利益に関しましては、円安による原材料費の増加やエネルギー費の増加により、前回予想を下回

る見込みです。

当期純利益に関しましては、不採算店舗の収益性の低下が見られたため、「固定資産の減損に係る会計基準」に

基づき、特別損失として減損損失965百万円を計上いたしました。これにより、前回予想を下回る見込みです。

（連結業績予想の修正）

売上高に関しましては、第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であった、台湾薩莉亜餐飲股份有限公司、

北京薩莉亜餐飲管理有限公司、HONG KONG SAIZERIYA CO.LIMITED及びSINGAPORE SAIZERIYA PTE.LTD.の重要性が増

したため、連結の範囲に含めたことにより前回予想を上回る見込みです。

営業利益、経常利益及び当期純利益に関しましては、個別業績予想の修正に伴い、それぞれ前回予想を下回る見

込みです。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

第１四半期連結会計期間より、非連結子会社の重要性が増したことに伴い、新たに４社を連結の範囲に含めてお

ります。そのうち、北京薩莉亜餐飲管理有限公司は、特定子会社に該当するものであります。

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

前回発表予想（Ａ） 118,800 8,700 8,970 5,100 101 10

今回修正予想（Ｂ） 126,200 5,900 6,200 2,600 51 54

増減額（Ｂ－Ａ） 7,400 △2,800 △2,770 △2,500 －

増減率（％） 6.2 △32.2 △30.9 △49.0 －

前期実績 110,428 7,547 8,450 3,937 78 06

売上高 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 円 銭

前回発表予想（Ａ） 106,300 7,900 4,400 87 22

今回修正予想（Ｂ） 106,300 4,650 1,500 29 73

増減額（Ｂ－Ａ） － △3,250 △2,900 －

増減率（％） － △41.1 △65.9 －

前期実績 102,263 7,756 3,450 68 41

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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,988 15,323

テナント未収入金 1,254 585

商品及び製品 4,666 5,237

原材料及び貯蔵品 849 1,133

繰延税金資産 613 469

その他 2,644 2,234

流動資産合計 28,016 24,984

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,038 27,657

機械装置及び運搬具（純額） 3,563 3,619

工具、器具及び備品 4,542 5,120

土地 6,954 6,962

リース資産（純額） 141 136

建設仮勘定 842 291

有形固定資産合計 42,082 43,787

無形固定資産 605 538

投資その他の資産

投資有価証券 2,617 813

敷金及び保証金 8,730 9,279

建設協力金 2,174 1,942

繰延税金資産 1,062 1,178

その他 2,200 2,107

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 16,768 15,305

固定資産合計 59,456 59,631

資産合計 87,472 84,616
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,426 4,151

1年内返済予定の長期借入金 4,013 3,017

リース債務 8 8

未払法人税等 1,224 559

賞与引当金 1,081 900

株主優待引当金 227 113

デリバティブ負債 71 34

資産除去債務 21 29

その他 4,224 4,431

流動負債合計 15,298 13,248

固定負債

長期借入金 2,078 826

リース債務 139 135

資産除去債務 2,563 2,783

繰延税金負債 － 28

その他 46 174

固定負債合計 4,829 3,948

負債合計 20,127 17,197

純資産の部

株主資本

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 49,481 48,420

自己株式 △2,211 △2,212

株主資本合計 64,889 63,827

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △35 △26

為替換算調整勘定 2,333 3,430

その他の包括利益累計額合計 2,298 3,404

新株予約権 157 187

純資産合計 67,344 67,418

負債純資産合計 87,472 84,616
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

売上高 51,669 59,243

売上原価 17,336 21,860

売上総利益 34,333 37,383

販売費及び一般管理費 30,910 35,929

営業利益 3,422 1,453

営業外収益

受取利息 102 111

為替差益 184 5

デリバティブ評価益 299 36

その他 44 77

営業外収益合計 630 230

営業外費用

支払利息 5 6

その他 2 4

営業外費用合計 8 11

経常利益 4,044 1,672

特別利益

補償金収入 32 －

その他 － 3

特別利益合計 32 3

特別損失

減損損失 108 1,037

固定資産除却損 31 78

関係会社株式評価損 540 －

店舗閉店損失 49 32

その他 － 0

特別損失合計 729 1,148

税金等調整前四半期純利益 3,347 526

法人税、住民税及び事業税 1,536 556

法人税等調整額 △98 △160

法人税等合計 1,437 395

少数株主損益調整前四半期純利益 1,909 131

四半期純利益 1,909 131
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,909 131

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14 8

為替換算調整勘定 1,437 1,096

その他の包括利益合計 1,451 1,105

四半期包括利益 3,360 1,237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,360 1,237

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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28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 3,347 526

減価償却費 2,125 2,919

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △249 △218

株主優待引当金の増減額（△は減少） △44 △113

受取利息及び受取配当金 △102 △111

支払利息 5 6

為替差損益（△は益） △212 △1

デリバティブ評価損益（△は益） △299 △36

固定資産除却損 31 78

関係会社株式評価損 540 －

店舗閉店損失 49 32

減損損失 108 1,037

補償金収入 △32 －

テナント未収入金の増減額（△は増加） 346 668

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,339 △638

その他流動資産の増減額（△は増加） 252 674

買掛金の増減額（△は減少） △284 △551

その他流動負債の増減額（△は減少） △320 △326

その他 △293 112

小計 3,630 4,058

利息及び配当金の受取額 70 76

利息の支払額 △5 △6

法人税等の支払額 △1,720 △1,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,974 2,893
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年９月１日
至 平成26年２月28日)

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 △12 △375

定期預金の払戻による収入 － 81

非連結子会社株式の取得による支出 △331 －

有形固定資産の取得による支出 △5,321 △3,862

無形固定資産の取得による支出 △206 △17

敷金・保証金・建設協力金の支出 △372 △347

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 464 424

貸付金の回収による収入 100 －

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △16 △160

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,697 △4,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △996 △2,247

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △903 △905

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,900 △3,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 732 271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,890 △4,245

現金及び現金同等物の期首残高 19,000 17,908

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,109 14,924
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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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