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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 28,709 3.4 275 △26.7 239 0.6 △168 ―
27年3月期第2四半期 27,763 △2.4 375 △65.8 238 △76.9 △72 ―

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △152百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 △181百万円 （―％）

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

28年3月期第2四半期 △13.00 ―
27年3月期第2四半期 △5.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 49,066 20,108 40.6
27年3月期 48,091 20,463 42.2
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 19,911百万円 27年3月期 20,279百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
28年3月期 ― 0.00
28年3月期（予想） ― 15.00 15.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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 61,500 3.8 1,800 △40.4 1,500 △46.1 700 △30.6 54.03



(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報告書のレビュー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
に基づく四半期報告書の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 
（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。 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料はTDnetで同時開示しています。 

※ 注記事項

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 ： 有
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） 28年3月期2Q 13,059,330 株 27年3月期 13,059,330 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 103,120 株 27年3月期 102,300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 12,956,533 株 27年3月期2Q 12,958,266 株
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１．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

(税金費用の計算)

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(税金費用の計算方法の変更)

従来、当社及び連結子会社の税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グルー

プの四半期決算業務の一層の効率化を図るため、第１四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純損

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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて

計算する方法に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

（４）追加情報

(表示方法の変更)

従来、不動産賃貸収入については、営業外収益の「受取賃貸料」に計上しておりましたが、第１四半期連結

会計期間より、「売上高」に計上する方法に変更いたしました。

　当該変更は、当社定款の事業目的を変更したことに伴い、行ったものであります。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組み替えを行っ

ております。

　この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「受取賃貸料」に表

示していた22百万円は「売上高」に組み替えております。
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２．四半期連結財務諸表

（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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,111 5,541

売掛金 522 711

営業貸付金 1,778 1,885

商品 100 151

貯蔵品 40 29

前払費用 786 745

その他 1,190 929

貸倒引当金 △43 △57

流動資産合計 9,485 9,937

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,820 26,309

減価償却累計額及び減損損失累計額 △10,909 △11,451

建物及び構築物（純額） 13,910 14,857

機械装置及び運搬具 165 165

減価償却累計額及び減損損失累計額 △139 △142

機械装置及び運搬具（純額） 26 22

工具、器具及び備品 3,650 4,034

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,004 △3,181

工具、器具及び備品（純額） 645 853

土地 9,973 9,973

リース資産 918 1,050

減価償却累計額及び減損損失累計額 △345 △408

リース資産（純額） 572 642

建設仮勘定 436 441

有形固定資産合計 25,564 26,790

無形固定資産

のれん 997 917

その他 1,190 1,290

無形固定資産合計 2,187 2,208

投資その他の資産

投資有価証券 45 45

関係会社株式 267 21

長期貸付金 630 583

長期前払費用 508 467

敷金及び保証金 7,760 7,432

その他 1,734 1,733

貸倒引当金 △93 △154

投資その他の資産合計 10,853 10,129

固定資産合計 38,605 39,128

資産合計 48,091 49,066
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,576 2,601

短期借入金 1,370 1,270

1年内返済予定の長期借入金 4,024 4,413

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 204 276

賞与引当金 537 474

店舗閉鎖損失引当金 101 44

その他 5,143 4,552

流動負債合計 14,058 13,732

固定負債

社債 200 150

長期借入金 10,590 12,268

長期リース資産減損勘定 421 347

長期リース債務 548 604

資産除去債務 1,109 1,206

その他 700 648

固定負債合計 13,569 15,226

負債合計 27,628 28,958

純資産の部

株主資本

資本金 5,264 5,264

資本剰余金 5,210 5,210

利益剰余金 9,584 9,213

自己株式 △212 △213

株主資本合計 19,846 19,475

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 165 139

為替換算調整勘定 267 297

その他の包括利益累計額合計 432 436

非支配株主持分 183 196

純資産合計 20,463 20,108

負債純資産合計 48,091 49,066
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 27,763 28,709

売上原価 11,969 11,916

売上総利益 15,793 16,792

販売費及び一般管理費 15,418 16,517

営業利益 375 275

営業外収益

受取利息 5 6

為替差益 1 75

その他 26 36

営業外収益合計 33 118

営業外費用

支払利息 150 126

支払手数料 1 1

その他 19 27

営業外費用合計 171 154

経常利益 238 239

特別利益

投資有価証券売却益 - 35

特別利益合計 - 35

特別損失

固定資産除却損 4 25

減損損失 - 20

関係会社株式評価損 - 161

店舗閉鎖損失 - 4

店舗閉鎖損失引当金繰入額 - 11

貸倒引当金繰入額 - 75

特別損失合計 4 298

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

233 △23

法人税等合計 297 130

四半期純損失（△） △63 △154

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 13

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △72 △168
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △63 △154

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 △49 △28

為替換算調整勘定 △68 31

その他の包括利益合計 △117 2

四半期包括利益 △181 △152

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △182 △164

非支配株主に係る四半期包括利益 0 12
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（３）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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