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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 26,540 12.6 3,352 11.3 3,374 6.6 1,784 3.8
25年3月期第2四半期 23,564 8.4 3,012 △12.3 3,164 △8.0 1,717 △7.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,775百万円 （3.8％） 25年3月期第2四半期 1,711百万円 （△7.9％）

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2四半期 157.54 ―
25年3月期第2四半期 151.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 44,073 35,874 81.4
25年3月期 43,878 34,656 79.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  35,874百万円 25年3月期  34,656百万円

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3月期 ― 49.00 ― 49.00 98.00
26年3月期 ― 49.00
26年3月期（予想） ― 49.00 98.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4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   

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 54,780 12.3 7,280 12.7 7,300 9.6 3,911 8.9 345.34



(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  

（注）当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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 

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、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 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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
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3月期2Q 11,388,685 株 25年3月期 11,388,685 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 63,968 株 25年3月期 63,452 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,324,909 株 25年3月期2Q 11,325,390 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、政府の金融経済政策の効果により、円安を背景に輸出関連を

中心とした企業収益の改善や株高の維持など景況感に引き続き明るい兆しがみられました。 

 外食業界におきましては、景気回復への期待感から消費マインドは改善傾向にあり、雇用・所得環境にも持ち直

しの動きがみられますが、円安、原油高による原材料価格アップのリスクや来年４月以降の消費税増税による消費

減退懸念など、依然として先行きは不透明な状況となっております。 

 このような状況の中、当社グループは、好立地への着実な新規出店と派生業態を含む既存業態のブラッシュアッ

プを進め、中長期の安定的な成長の基盤づくりを推進するとともに、前年度からの重点施策であるグループ横断的

な研修実施による営業力の強化、人材の採用・教育あるいは既存店舗の改装など、顧客満足度を高める施策に注力

してまいりました。 

 新規出店の状況につきましては、当第２四半期連結累計期間中にベーカリーレストラン・バケット直営２店舗、

ＢＩＳＴＲＯ３０９直営３店舗、フランチャイズ店１店舗、計４店舗、生麺工房鎌倉パスタ直営６店舗、サンマル

クカフェ直営18店舗、実験中の神戸元町ドリア直営３店舗をそれぞれ出店（当第２四半期連結累計期間出店数：直

営店32店舗、フランチャイズ店１店舗、計33店舗）し、これにより当社グループ全業態の当第２四半期連結会計期

間末の合計店舗数は、直営店626店舗、フランチャイズ店88店舗、合計714店舗体制となりました。 

 これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高265億40百万円（前年同期比12.6％

増）、経常利益33億74百万円（同6.6％増）、四半期純利益17億84百万円（同3.8％増）となりました。 

 セグメント別の業績等は次のとおりであります。 

 レストラン事業売上高は139億10百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益は20億75百万円（同12.3％増）とな

りました。 

 ファーストフード事業売上高は114億28百万円（前年同期比11.5％増）、営業利益は17億39百万円（同6.5％増）

となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は440億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億

94百万円の増加となりました。 

 資産の部では、流動資産は137億34百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億69百万円の減少となりまし

た。これは主に現金及び預金が１億58百万円増加した一方、売掛金が７億99百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

 固定資産は303億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億64百万円増加となりました。これは主に事

業拡充のための直営店出店等に伴う建物及び構築物が４億36百万円及び敷金及び保証金が１億77百万円それぞれ増

加したこと、非連結子会社の増資等による投資その他の資産のその他が２億86百万円増加したこと等によるもので

あります。 

 負債の部では、流動負債は59億36百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億90百万円の減少となりまし

た。これは主に買掛金が１億85百万円減少したこと及び未払金が７億90百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 固定負債は22億62百万円となり前連結会計年度末と比較して１億33百万円の減少となりました。これは主にリー

ス債務が２億６百万円減少し、直営店出店に伴う資産除去債務が51百万円増加したこと等によるものであります。

 純資産の部は前連結会計年度末と比較して12億18百万円増加し、358億74百万円となりました。この結果、自己

資本比率は81.4％となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した資金は39億68百万円となり、この主なもの

は、税金等調整前四半期純利益30億64百万円の獲得、減価償却費12億99百万円の発生及び法人税等の支払が11億73

百万円発生したこと等によるものであります。投資活動におきましては29億28百万円の資金を使用し、その主なも

のは有形固定資産の取得による支出23億28百万円、敷金及び保証金を含むその他投資取得による支出１億82百万

円、中国における業態実験のための関係会社出資金の払込による支出１億80百万円及びシンガポールにおける業態

実験のための投資有価証券の取得による支出１億50百万円を行ったこと等によるものであります。財務活動におき

ましては８億87百万円の資金を使用し、その主なものは配当金の支払５億55百万円の資金支出を行ったこと及びフ

ァイナンス・リース債務返済支出が３億29百万円発生したこと等によるものであります。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して１億58百万

円増加し、109億97百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月13日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

   

   

（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



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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,838,993 10,997,571

売掛金 2,839,324 2,039,737

商品 181 123

原材料及び貯蔵品 228,981 245,966

その他 513,248 465,353

貸倒引当金 △16,655 △14,529

流動資産合計 14,404,072 13,734,223

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,659,305 15,096,243

土地 3,087,944 3,087,944

その他（純額） 1,943,260 1,914,326

有形固定資産合計 19,690,510 20,098,515

無形固定資産   

その他 158,533 151,321

無形固定資産合計 158,533 151,321

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,659,149 7,836,718

その他 1,966,678 2,252,754

貸倒引当金 △126 △126

投資その他の資産合計 9,625,701 10,089,346

固定資産合計 29,474,746 30,339,183

資産合計 43,878,819 44,073,406

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,737,312 1,551,937

未払金 2,921,881 2,131,032

未払法人税等 1,190,244 1,268,666

引当金 43,542 121,971

資産除去債務 5,361 3,660

その他 928,809 859,184

流動負債合計 6,827,151 5,936,454

固定負債   

引当金 94,275 101,440

資産除去債務 1,520,760 1,572,462

その他 780,620 588,441

固定負債合計 2,395,656 2,262,343

負債合計 9,222,807 8,198,798



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,731,177 1,731,177

資本剰余金 3,038,800 3,038,800

利益剰余金 30,019,643 31,248,831

自己株式 △177,679 △180,113

株主資本合計 34,611,941 35,838,695

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,070 35,912

その他の包括利益累計額合計 44,070 35,912

純資産合計 34,656,011 35,874,608

負債純資産合計 43,878,819 44,073,406



（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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 23,564,211 26,540,510

売上原価 5,296,921 5,918,424

売上総利益 18,267,289 20,622,086

販売費及び一般管理費 15,254,292 17,269,322

営業利益 3,012,996 3,352,763

営業外収益   

受取利息 6,679 11,806

受取配当金 2,674 3,736

受取賃貸料 44,781 46,378

為替差益 － 5,386

受取補償金 139,850 －

その他 24,094 13,901

営業外収益合計 218,079 81,208

営業外費用   

支払賃借料 44,646 45,175

為替差損 6,674 －

その他 15,293 14,033

営業外費用合計 66,614 59,208

経常利益 3,164,462 3,374,763

特別損失   

固定資産除却損 168,673 258,815

減損損失 77,943 50,985

特別損失合計 246,617 309,801

税金等調整前四半期純利益 2,917,845 3,064,961

法人税、住民税及び事業税 1,174,695 1,306,445

法人税等調整額 25,155 △25,608

法人税等合計 1,199,850 1,280,837

少数株主損益調整前四半期純利益 1,717,994 1,784,124

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,717,994 1,784,124



（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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,717,994 1,784,124

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,352 △8,157

その他の包括利益合計 △6,352 △8,157

四半期包括利益 1,711,641 1,775,967

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,711,641 1,775,967

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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 2,917,845 3,064,961

減価償却費 1,112,794 1,299,883

減損損失 77,943 50,985

その他の引当金の増減額（△は減少） 80,473 85,594

貸倒引当金の増減額（△は減少） △352 △2,126

受取利息及び受取配当金 △9,353 △15,542

為替差損益（△は益） 6,674 △5,386

固定資産除却損 168,673 258,815

売上債権の増減額（△は増加） 171,901 799,586

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,921 △16,927

仕入債務の増減額（△は減少） △65,894 △185,374

未払金の増減額（△は減少） △151,005 △316,009

その他 △84,857 119,798

小計 4,202,920 5,138,260

利息及び配当金の受取額 2,815 3,894

法人税等の支払額 △1,662,515 △1,173,810

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,543,220 3,968,344

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,742,560 △2,328,194

有形固定資産の除却による支出 △6,796 △385

無形固定資産の取得による支出 △21,157 △21,757

投資有価証券の取得による支出 △30 △150,026

貸付けによる支出 △70,000 －

関係会社出資金の払込による支出 △80,000 △180,000

資産除去債務の履行による支出 △37,235 △65,306

その他 △131,238 △182,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,089,018 △2,928,031

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △494 △2,433

配当金の支払額 △598,839 △555,016

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △343,822 △329,670

財務活動によるキャッシュ・フロー △943,156 △887,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,674 5,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △495,628 158,577

現金及び現金同等物の期首残高 11,095,159 10,838,993

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,599,531 10,997,571



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

   １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．外部顧客への売上高の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上であります。 

   ２．セグメント利益の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上原価 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない販売費及び一般管理費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「レストラン」及び「ファーストフード」セグメントにおいて、固定資産に係る重要な減損損失は認識して

いないため、記載を省略しております。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

 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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円） 

  
報 告 セ グ メ ン ト 

合 計 
調 整 額 

（注）１・２ 

四半期連結損益計算書 

計上額 

（注）３ レストラン ファーストフード 

 売上高           

外部顧客への売上高   12,458,104 10,246,204 22,704,308  859,902 23,564,211

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
          －           －         －       －      －

     計  12,458,104 10,246,204 22,704,308  859,902 23,564,211

セグメント利益  1,848,804 1,633,397 3,482,201  △469,205 3,012,996

202,637

1,126,470



 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

   １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．外部顧客への売上高の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上であります。 

   ２．セグメント利益の調整額は、当社が運営している実験業態店舗に係る売上原価 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない販売費及び一般管理費であります。 

    ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「レストラン」及び「ファーストフード」セグメントにおいて、固定資産に係る重要な減損損失は認識して

いないため、記載を省略しております。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

     

   

該当事項はありません。 

  （単位：千円） 

  
報 告 セ グ メ ン ト 

合 計 
調 整 額 

（注）１・２ 

四半期連結損益計算書 

計上額 

（注）３ レストラン ファーストフード 

 売上高           

外部顧客への売上高   13,910,642 11,428,556 25,339,198  1,201,311 26,540,510

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
          －           －         －       －      －

     計  13,910,642 11,428,556 25,339,198  1,201,311 26,540,510

セグメント利益  2,075,456 1,739,133 3,814,590  △461,826 3,352,763

271,523

1,391,615

（重要な後発事象）



「参考資料」  

（１）仕入実績 

当第２四半期連結累計期間の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）販売実績 

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）種類別販売実績 

当第２四半期連結累計期間の種類別販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

４．補足情報

  （単位：千円） 

セグメント 金額 前年同期比(％) 

レストラン  3,374,689 109.4  

ファーストフード   2,277,498 113.0   

合計  5,652,187 110.8  

  （単位：千円） 

セグメント 金額 前年同期比(％) 

レストラン   13,910,642 111.7  

ファーストフード   11,428,556 111.5   

合計  25,339,198 111.6  

  （単位：千円） 

種類 

直営店売上 ロイヤリティ収入 ＦＣ関連等売上 合計

金額 前年同期
比（％） 金額

前年同期
比（％） 金額

前年同期
比（％） 金額 前年同期

比（％） 

レストラン  12,939,706 114.2 242,684 82.0 728,250  87.7 13,910,642 111.7

ファーストフード  11,199,250 111.7 40,851 96.8 188,454  108.7 11,428,556 111.5

合計  24,138,956 113.0 283,536 83.8 916,705  91.4 25,339,198 111.6
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