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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第2四半期 2,806 △4.8 74 ― 103 ― 87 ―
24年3月期第2四半期 2,949 △18.3 △110 ― △80 ― △202 ―

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

25年3月期第2四半期 3.74 ―
24年3月期第2四半期 △8.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,337 1,608 37.1
24年3月期 4,384 1,521 34.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,608百万円 24年3月期  1,521百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 5,560 △3.9 143 ― 204 ― 135 ― 5.80



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 23,605,396 株 24年3月期 23,605,396 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 181,366 株 24年3月期 181,366 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 23,424,030 株 24年3月期2Q 23,424,031 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.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2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２.期末配当予想額につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で速やかに開示するもの
といたします。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要により景気は緩やかに回復

しつつあるものの、欧州債務危機や長期化するデフレ、円高などの影響もあり依然先行きは不透明な状

況が続いております。 

当外食産業におきましては、個人消費が緩やかに増加したものの、市場規模に拡大が見られない状況

の中、消費者の節約志向や、業界の競争激化などから、取巻く経営環境は厳しい状況が続いておりま

す。 

このような環境の中、当社といたしましては、引き続き、食肉加工場の視察、品質及び出荷体制の確

認を行い、安心・安全な商品の提供を徹底するとともに、期間限定の復刻メニューや、魅力ある様々な

フェア商品を提供することで売上の向上を図ってまいりました。 

また、お客様の多様なニーズに応えるため、前事業年度に立ち上げたイタリアン・オーダービュッフ

ェ「ビュッフェオリーブ」の直営展開として、既存店舗２店舗を業態転換いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,806百万円（前年同四半期比4.8%減）、営業

利益74百万円（前年同四半期は営業損失110百万円）、経常利益103百万円（前年同四半期は経常損失80

百万円）、四半期純利益87百万円（前年同四半期は四半期純損失202百万円）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産額は、前事業年度末に比べ47百万円減少し、4,337百万円と

なりました。これは主に、法人税等の支払いによる現金及び預金の減少の他、差入保証金が減少した一

方、未収入金（流動資産その他）が増加したことによるものであります。 

負債総額につきましては、前事業年度末に比べ135百万円減少し、2,728百万円となりました。これは

主に、有利子負債、買掛金及び未払法人税等が減少したことによるものであります。 

純資産総額につきましては、1,608百万円となり、前事業年度末に比べ87百万円の増加となりまし

た。 

  

平成24年５月14日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更はありま

せん。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 243,973 161,581

売掛金 97,058 82,647

商品 14,768 21,158

原材料及び貯蔵品 18,093 18,851

その他 105,329 183,437

貸倒引当金 △19,832 △19,128

流動資産合計 459,391 448,548

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 819,878 817,083

土地 1,198,775 1,198,775

その他（純額） 184,105 185,892

有形固定資産合計 2,202,759 2,201,752

無形固定資産 59,803 59,111

投資その他の資産   

差入保証金 752,580 727,526

投資不動産（純額） 874,746 867,771

その他 232,833 227,812

貸倒引当金 △197,660 △195,473

投資その他の資産合計 1,662,500 1,627,637

固定資産合計 3,925,063 3,888,501

資産合計 4,384,455 4,337,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,923 132,281

短期借入金 1,023,416 1,054,573

1年内返済予定の長期借入金 112,164 340,660

1年内償還予定の社債 156,000 156,000

未払法人税等 44,006 25,282

賞与引当金 15,000 15,000

閉店損失引当金 11,619 －

資産除去債務 2,510 836

その他 377,314 353,665

流動負債合計 1,909,953 2,078,299

固定負債   

社債 234,000 156,000

長期借入金 330,917 81,485

資産除去債務 84,121 81,958

その他 304,239 330,420

固定負債合計 953,277 649,864

負債合計 2,863,231 2,728,164
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,795,217 1,795,217

資本剰余金 155,412 155,412

利益剰余金 △262,777 △175,115

自己株式 △166,629 △166,629

株主資本合計 1,521,223 1,608,885

純資産合計 1,521,223 1,608,885

負債純資産合計 4,384,455 4,337,050
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,949,581 2,806,810

売上原価 898,260 829,029

売上総利益 2,051,321 1,977,780

販売費及び一般管理費 2,161,904 1,903,571

営業利益又は営業損失（△） △110,583 74,208

営業外収益   

受取利息 2,496 1,795

不動産賃貸料 54,174 52,857

協賛金収入 38,149 40,141

その他 24,313 25,419

営業外収益合計 119,134 120,214

営業外費用   

支払利息 28,070 27,148

不動産賃貸原価 47,529 47,567

支払手数料 5,627 8,375

その他 7,992 7,443

営業外費用合計 89,220 90,536

経常利益又は経常損失（△） △80,669 103,887

特別利益   

固定資産売却益 3,859 4,063

特別利益合計 3,859 4,063

特別損失   

固定資産除売却損 4,583 3,013

減損損失 28,277 －

賃貸借契約解約損 30,431 －

閉店損失引当金繰入額 43,882 －

特別損失合計 107,175 3,013

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △183,985 104,937

法人税、住民税及び事業税 19,556 18,014

法人税等調整額 △900 △738

法人税等合計 18,656 17,275

四半期純利益又は四半期純損失（△） △202,642 87,662
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△183,985 104,937

減価償却費 76,266 61,699

減損損失 28,277 －

差入保証金償却額 13,664 13,451

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 －

閉店損失引当金の増減額（△は減少） 23,012 △11,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,138 △2,891

受取利息及び受取配当金 △2,496 △1,795

支払利息 28,070 27,148

固定資産除売却損益（△は益） 724 △1,049

賃貸借契約解約損 30,431 －

売上債権の増減額（△は増加） 11,870 15,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,023 △7,148

未収入金の増減額（△は増加） 13,014 △84,123

仕入債務の増減額（△は減少） 95,294 △35,642

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,205 11,363

預り保証金の増減額（△は減少） △27,500 △2,691

前受収益の増減額（△は減少） △41,143 36,116

その他 33,568 △5,406

小計 84,750 117,720

利息及び配当金の受取額 963 690

利息の支払額 △28,585 △27,553

法人税等の支払額 △47,797 △38,300

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,331 52,557

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 △33,869 △65,771

有形固定資産の売却による収入 21,472 4,063

資産除去債務の履行による支出 △2,098 △8,700

差入保証金の差入による支出 △4,339 △5,778

差入保証金の回収による収入 27,751 12,103

貸付金の回収による収入 3,629 3,052

その他 △628 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,917 △61,030
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 71,416 31,157

長期借入金の返済による支出 △22,918 △20,936

社債の償還による支出 △78,000 △78,000

リース債務の返済による支出 △6,141 △6,141

自己株式の取得による支出 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,643 △73,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,394 △82,392

現金及び現金同等物の期首残高 50,436 243,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,042 161,581
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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