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業績予想の修正に関するお知らせ 

 
最近の業績動向を踏まえ、平成 26 年２月７日に公表いたしました平成 26 年 12 月期第２四半期

累計期間（平成 26年１月１日～平成 26年６月 30日）及び平成 26年 12月期通期（平成 26年 1月 1

日～平成 26年 12月 31日）の業績予想について、下記のとおり修正いたしましたので、お知らせい

たします。 
記 

１．連結業績予想の修正 

(1)平成 26年 12月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成 26年１月１日～平成 26

年６月 30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期 
純利益 

１株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ）  百万円 
3,450 

百万円 
185 

百万円 
190 

百万円 
65 

円 銭 
12.93 

今回修正予想（Ｂ） 3,301 81 96 5 1.19 
増減額（Ｂ－Ａ）   △148  △103   △93       △59         － 
増減率（％）   △4.3  △56.0   △49.1     △90.8         － 
(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 25年 12月期第２四半期) 

3,329 196 216 29 5.75 

（注）当社は平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割を行いました。
このため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て、「１株当たり四半期純
利益」を算定しております。 

 
(2)平成 26年 12 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 26年１月１日～平成 26年 12月 31日） 

 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 

前回発表予想（Ａ）  百万円 
7,000 

百万円 
470 

百万円 
480 

百万円 
200 

円 銭 
39.80 

今回修正予想（Ｂ） 6,920 280 300 80 15.92 
増減額（Ｂ－Ａ）    △80    △190    △180 △120         － 
増減率（％）   △1.1  △40.4   △37.5 △60.0         － 
(ご参考)前期実績 
(平成 25年 12 月期) 

6,862 425 469 199 38.96 

（注）当社は平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割を行いました。
このため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て、「１株当たり当期純利
益」を算定しております。 

   

 



２．個別業績予想の修正 

(1)平成 26年 12月期第２四半期（累計）個別業績予想数値の修正（平成 26年１月１日～平成 26

年６月 30日） 

 売上高 経常利益 四半期 
純利益 

１株当たり 
四半期純利益 

前回発表予想（Ａ）  百万円 
1,220 

百万円 
125 

百万円 
50 

円 銭 
9.95 

今回修正予想（Ｂ） 1,243 122 40 8.14 
増減額（Ｂ－Ａ）    23    △2 △9         － 
増減率（％）   1.9   △1.7 △18.1         － 
(ご参考)前期第２四半期実績 
(平成 25年 12月期第２四半期) 

1,263 179 90 17.54 

（注）当社は平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割を行いました。
このため前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利
益」を算定しております。 

 
 (2)平成 26年 12月期通期個別業績予想数値の修正（平成 26年１月１日～平成 26年 12月 31日） 

 売上高 経常利益 当期 
純利益 

１株当たり 
当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  百万円 
2,540 

百万円 
270 

百万円 
110 

円 銭 
21.89 

今回修正予想（Ｂ） 2,460 190 65 12.93 
増減額（Ｂ－Ａ）    △80    △80 △45         － 
増減率（％）   △3.1   △29.6 △40.9         － 
(ご参考)前期実績 
(平成 25年 12 月期) 

2,542 333 178 34.86 

（注）当社は平成 26 年１月１日付で普通株式１株につき 100 株の割合で株式分割を行いました。
このため前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」
を算定しております。 

 

３．修正理由 
(1)連結業績予想 

第２四半期（累計）期間につきましては、今冬の大雪の影響や消費税増税後の消費動向の低迷

などにより売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益が前回予想を下回る見込となりました。 
通期につきましては、集客強化等売上増加策を計画しておりますが、第２四半期（累計）期間

の業績予想数値を鑑み修正いたしました。 
(2)個別業績予想 
第２四半期（累計）期間につきましては、店舗修繕コストの増加や人件費が増加したことから、

経常利益及び四半期純利益が前回予想を下回る見込みとなりました。 
通期につきましては、連結業績予想の修正理由に加え、店舗への賃貸料の見直しを実施してい

ることから、売上高、経常利益及び当期純利益が前回予想を下回る見込みのため修正いたしまし

た。 
 
※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
以 上 

 


