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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 13,531 6.4 460 39.1 427 59.9 278 96.4
25年3月期第2四半期 12,719 0.6 331 △33.9 267 △35.3 142 △9.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 296百万円 （189.4％） 25年3月期第2四半期 102百万円 （△20.7％）

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 9.89 ―
25年3月期第2四半期 5.65 ―

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2四半期 23,555 9,361 39.2 327.24
25年3月期 19,390 9,121 46.3 318.37
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,231百万円 25年3月期  8,980百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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  ：  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 32,000 24.1 750 14.3 650 15.7 400 24.7 14.18



(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  

（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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了
していません。 

※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、当社が入手している情報及び合理的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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社フーズネット 、 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 28,209,080 株 25年3月期 28,209,080 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 90 株 25年3月期 90 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 28,208,990 株 25年3月期2Q 25,122,690 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権における各種政策による円高の是正や株価上昇によ

り、景況感には改善の兆しは見られたものの、雇用・所得環境は依然厳しい状況が続くなど実体経済の回復まで

には至っておらず、全体として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループが属する外食業界におきましては、個人消費マインドに改善が見られる一方で、原材料価格の上

昇、電気料金の引き上げ及び消費税増税の決定等、経営を取り巻く環境としては厳しい状況が続いております。

 このような状況の中、当社グループは「最も顧客に信頼されるレストランの実現」に向けて、諸施策を積極的

に推進するとともに、コストの見直しを継続し、収益力の強化に努めてまいりました。 

また、当社は平成25年７月１日付けで、回転寿司チェーン「にぎり長次郎」及び宅配寿司チェーン「都人」等の

経営を行っている株式会社フーズネットの全株式を取得し、連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日

を平成25年８月31日としており、当第２四半期連結累計期間においては貸借対照表のみを連結し、経営成績に与

える影響はございません。 

 店舗展開につきましては、和食ファストカジュアル業態である「天丼・天ぷら本舗 さん天」の直営３店舗を

オープンし、「かつや」業態では直営２店舗をオープン致しました。また、当第２四半期連結会計期間に株式会

社フーズネットが当社グループ入りした結果、当第２四半期連結会計期間末の合計店舗数は273店舗（対前年同

期比57店舗増加）となりました。 

 その内訳は、「和食さと」業態196店舗、「すし半」業態13店舗、「さん天」業態４店舗、「かつや」業態８

店舗に加え、株式会社フーズネットが運営する「にぎり長次郎」業態50店舗（「CHOJIRO」業態含む）、「都

人」業態１店舗、「にぎり忠次郎」業態１店舗であります。 

 営業施策につきましては、「和食さと」業態の核商品である「さとしゃぶ」及び季節フェアーについて、TV番

組とのタイアップ企画により認知度の向上を図り、また「さとしゃぶ」プレミアムコースのうまいもの味めぐり

商品（「鹿児島編」・「沖縄編」）を実施するなど魅力ある商品を提供すべく、ブラッシュアップを継続して進

めております。加えて、お客様をお待たせしない店舗オペレーションを目指し、近年開発を進めてきたタブレッ

ト端末を利用したオーダーエントリーシステムの店舗への試験導入を開始いたしました（当第２四半期連結会計

期間末現在６店舗にて試験運用を実施）。「すし半」業態におきましては、「松茸」・「太刀魚」等の旬の素材

を使用し、すし半ならではの本物感・上質感を追求した季節感あふれるフェアーを実施し、好評を頂きました。

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、増収増益を達成し売上高135億31百万円（前年同期比6.4％

増、増加額８億11百万円）、営業利益４億60百万円（前年同期比39.1％増、増加額１億29百万円）、経常利益４

億27百万円（前年同期比59.9％増、増加額１億60百万円）、四半期純利益２億78百万円（前年同期比96.4％増、

増加額１億36百万円）となりました。 

 当社グループは、外食事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績に関する記載を省略しておりま

す。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、235億55百万円（前連結会計年度末比41億65百万円の増加）

となりました。 

（資産）  

 流動資産は、74億24百万円（前連結会計年度末比７億10百万円の増加）となりました。これは主に、連結子会

社の取得等に伴う現金及び預金の増加５億25百万円、売掛金の増加２億31百万円などであります。 

 固定資産は、161億23百万円（前連結会計年度末比34億56百万円の増加）となりました。これは主に、連結子

会社の取得等に伴う建物（純額）の増加７億85百万円、有形固定資産のその他（純額）の増加３億89百万円、の

れんの増加15億37百万円、差入保証金の増加４億15百万円などであります。 

（負債） 

 流動負債は、70億29百万円（前連結会計年度末比18億35百万円の増加）となりました。これは主に、１年内返

済予定の長期借入金の増加５億44百万円、連結子会社の取得等に伴う買掛金の増加６億55百万円、未払金の増加

２億31百万円、流動負債のその他の増加４億９百万円などであります。 

 固定負債は、71億65百万円（前連結会計年度末比20億90百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入

金の増加18億74百万円、連結子会社の取得等に伴う資産除去債務の増加１億77百万円などであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、93億61百万円（前連結会計年度末比２億39百万円の増加）と

なりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ５億25百万円増加し、60億円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、５億74百万円（前年同期は同５億98百万円）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益４億６百万円、減価償却費３億92百万円などであります。 

（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、18億60百万円（前年同期は同３億69百万円）となりました。これは主に、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14億88百万円、有形固定資産の取得による支出２億52百万円

などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、17億79百万円（前年同期は２億91百万円の使用）となりました。これは主

に、長期借入金の純増18億68百万円などであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報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５月13日の決算短信発表時に公表いたしました数値

から修正しております。    

 なお、詳細につきましては、平成25年11月11日に公表いたしました「平成26年３月期 第２四半期累計期間に

おける業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、当第２四半期連結会計期間において、回転寿司チェーン「にぎり長次郎」及び宅配寿司チェーン「都

人」等の経営を行っている株式会社フーズネットの全株式を取得し、連結の範囲に含めております。 

 なお、株式会社フーズネットは、当社の特定子会社に該当いたします。  

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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。 

   

   

 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．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 5,474,408 6,000,163

売掛金 246,993 478,308

商品 34,775 36,183

原材料及び貯蔵品 524,899 384,972

繰延税金資産 201,527 203,263

その他 231,856 322,729

貸倒引当金 － △687

流動資産合計 6,714,460 7,424,933

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,739,683 2,525,292

土地 4,760,975 4,760,975

その他（純額） 1,176,121 1,565,844

有形固定資産合計 7,676,780 8,852,113

無形固定資産   

のれん － 1,537,841

その他 416,863 451,197

無形固定資産合計 416,863 1,989,038

投資その他の資産   

投資有価証券 637,998 701,218

長期貸付金 486,557 615,712

差入保証金 2,774,186 3,189,896

繰延税金資産 390,732 463,861

その他 284,055 328,888

貸倒引当金 － △17,242

投資その他の資産合計 4,573,530 5,282,334

固定資産合計 12,667,175 16,123,486

繰延資産 8,467 7,161

資産合計 19,390,103 23,555,582
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 754,016 1,409,486

短期借入金 － 75,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,159,329 2,703,496

未払金 1,159,374 1,390,828

未払法人税等 199,607 203,268

賞与引当金 311,644 274,225

店舗閉鎖損失引当金 50,000 －

資産除去債務 － 3,426

その他 460,049 869,366

流動負債合計 5,194,021 7,029,097

固定負債   

社債 250,000 200,000

長期借入金 3,413,214 5,287,552

再評価に係る繰延税金負債 319,828 319,828

役員退職慰労引当金 31,403 31,403

資産除去債務 264,784 442,221

その他 795,607 884,282

固定負債合計 5,074,837 7,165,287

負債合計 10,268,859 14,194,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,361,756 6,361,756

資本剰余金 2,810,575 2,810,575

利益剰余金 321,794 544,296

自己株式 △63 △63

株主資本合計 9,494,062 9,716,564

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 131,798 159,524

土地再評価差額金 △644,981 △644,981

その他の包括利益累計額合計 △513,182 △485,456

少数株主持分 140,364 130,089

純資産合計 9,121,244 9,361,197

負債純資産合計 19,390,103 23,555,582
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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：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 12,719,646 13,531,157

売上原価 3,943,424 4,203,615

売上総利益 8,776,221 9,327,542

販売費及び一般管理費 8,445,116 8,866,867

営業利益 331,104 460,675

営業外収益   

受取利息 5,516 5,394

受取配当金 6,129 7,106

受取家賃 40,324 41,829

雑収入 18,703 45,508

営業外収益合計 70,673 99,839

営業外費用   

支払利息 76,222 69,918

不動産賃貸費用 31,270 30,864

雑損失 27,151 32,533

営業外費用合計 134,644 133,316

経常利益 267,134 427,198

特別損失   

固定資産除却損 8,933 12,603

出資金評価損 17,859 －

賃貸借契約解約損 1,793 －

投資有価証券評価損 － 6,203

減損損失 1,588 －

その他の投資評価損 － 2,250

事業構造改善費用 4,582 －

特別損失合計 34,758 21,056

税金等調整前四半期純利益 232,376 406,141

法人税、住民税及び事業税 65,536 86,803

法人税等調整額 22,312 50,693

法人税等合計 87,849 137,497

少数株主損益調整前四半期純利益 144,527 268,644

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,506 △10,275

四半期純利益 142,020 278,919
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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：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 144,527 268,644

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,133 27,726

その他の包括利益合計 △42,133 27,726

四半期包括利益 102,393 296,370

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 99,886 306,645

少数株主に係る四半期包括利益 2,506 △10,275
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（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 232,376 406,141

減価償却費 368,371 392,676

減損損失 1,588 －

事業構造改善費用 4,582 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,000 △56,744

閉店等損失引当金の増減額（△は減少） － △50,000

受取利息及び受取配当金 △11,645 △12,501

支払利息 76,222 69,918

出資金評価損 17,859 －

投資有価証券評価損 － 6,203

投資その他の資産評価損 － 2,250

有形固定資産除却損 8,933 12,603

賃貸借契約解約損 1,793 －

売上債権の増減額（△は増加） △10,518 △909

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,075 190,421

仕入債務の増減額（△は減少） △32,438 △128,130

未払金の増減額（△は減少） △82,245 △140,526

その他 28,075 99,214

小計 639,031 790,616

利息及び配当金の受取額 6,190 7,175

利息の支払額 △75,750 △74,061

保険金の受取額 － 5,544

法人税等の還付額 105,396 －

法人税等の支払額 △76,450 △154,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,418 574,523

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 △231,845 △252,840

無形固定資産の取得による支出 △172,592 △37,307

投資有価証券の取得による支出 － △41,420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,488,676

差入保証金の差入による支出 △38,540 △5,199

差入保証金の回収による収入 119,034 69,193

建設協力金の支払による支出 △59,925 △74,000

建設協力金の回収による収入 33,261 35,999

その他 △18,969 △66,726

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,577 △1,860,977

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 75,000 75,000

長期借入れによる収入 1,139,008 3,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,449,644 △1,131,807

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △54,282 △57,433

配当金の支払額 － △56,417

少数株主からの払込みによる収入 48,020 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,898 1,779,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 32,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,069 525,755

現金及び現金同等物の期首残高 4,614,862 5,474,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,551,792 6,000,163
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 該当事項はありません。   

   

   

   該当事項はありません。 

  

   当社グループは、外食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（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）
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