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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 2,237 △7.1 21 471.7 △10 ― 112 ―
25年3月期第1四半期 2,409 △7.3 3 △93.3 △16 ― △17 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 116百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △30百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 9.50 ―
25年3月期第1四半期 △1.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 10,388 3,576 34.4
25年3月期 10,579 3,502 33.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,576百万円 25年3月期  3,502百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.50 ― 3.50 7.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,725 2.3 19 ― △44 ― 122 ― 10.34
通期 10,319 7.4 390 290.3 276 ― 318 ― 26.86



(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  ：  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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビューが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。なお、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、四半期決算短信（添付資料）２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1Q 11,856,669 株 25年3月期 11,856,669 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4,195 株 25年3月期 2,995 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 11,852,966 株 25年3月期1Q 11,855,718 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、金融・経済政策などを背景に円高・株安は解消され、企業

業績は改善されつつあります。その一方で、個人消費の上昇に対する期待感はあるものの、雇用・所得環境が、十

分な改善には至っていないこともあり、当業界におきましては、依然として厳しい価格競争の中での難しい経営の

舵取りが求められております。 

当社グループはこのような環境下において、お客様の健康を第一に考え、安全で安心のできる美味しい食材をお

届けするという基本を徹底するため設けた行動基準「１．安全・安心 ２．接客 ３．材料・メニューの良さ」を

実践し、お客様に安心してご利用いただけるように努めています。 

加えて、新たな試みとして、お試し半額キャンペーンを展開しています。新規ご契約のお客様に対し、お得な価

格で当社商品を召し上がっていただくことで、食材の良さをご体験いただきます。これにより、その後、継続して

ご契約いただけるよう努め、顧客数の増加に取り組んでまいります。 

結果、売上面では、主力のメニュー商品売上高は 21 億 46 百万円（前年同四半期比 92.5％）になり、特売商品売

上高は 91 百万円（前年同四半期比 101.8％）になりました。 

また、食材を厳選しつつ、仕入価格の引き下げを行うとともに、生産、販売体制を見直し各種施策を行ったこと

が、効率的な生産、販売の実現に寄与し、前年同四半期に比べ製造に係るコストは 7.6％、販売費及び一般管理費は

6.8%低減しました。 

さらに、経営資源の効率的な活用並びに財務体質の改善を図るため、東京支社の土地を一部売却し、これにより

１億97百万円の固定資産売却益を計上しました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は22億37百万円（前年同四半期比92.9％）、経常損失

は10百万円（前年同四半期は16百万円の経常損失）になり、四半期純利益は１億12百万円（前年同四半期は17百万

円の四半期純損失）になりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産の部では、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が80百万円増加しましたが、土地が２億71百万円減少した

こと等により、資産合計は前連結会計年度末に比べ１億91百万円減少の103億88百万円になりました。 

負債の部では、前連結会計年度末に比べ長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が３億７百万円、支

払手形及び買掛金が31百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べ２億65百万円減少の68億

11百万円になりました。 

純資産の部では、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が71百万円増加したこと等により、純資産合計は前連結会

計年度末に比べ74百万円増加の35億76百万円になりました。 

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社グループの連結業績予想については、平成25年５月10日に公表しました予想数値に変更はありません。 

 

 

 

 

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 

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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日） 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,779,801 1,860,054

受取手形及び売掛金 16,181 18,833

原材料及び貯蔵品 103,240 113,965

繰延税金資産 52,246 36,087

その他 40,109 83,218

貸倒引当金 △122 △122

流動資産合計 1,991,456 2,112,037

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,428,675 1,404,617

土地 5,933,295 5,662,015

その他（純額） 215,477 213,389

有形固定資産合計 7,577,447 7,280,022

無形固定資産 61,293 58,472

投資その他の資産   

投資有価証券 438,042 444,450

繰延税金資産 19,936 3,064

その他 491,394 490,135

投資その他の資産合計 949,373 937,651

固定資産合計 8,588,114 8,276,145

資産合計 10,579,571 10,388,183

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 359,706 328,664

短期借入金 760,000 810,000

1年内返済予定の長期借入金 1,202,696 1,167,869

未払法人税等 26,660 10,462

賞与引当金 31,000 18,300

その他 495,688 529,607

流動負債合計 2,875,750 2,864,902

固定負債   

社債 125,000 118,000

長期借入金 3,903,332 3,630,854

繰延税金負債 － 30,406

退職給付引当金 35,258 27,620

資産除去債務 23,188 23,312

その他 114,321 116,327

固定負債合計 4,201,100 3,946,521

負債合計 7,076,850 6,811,424
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,148,010 1,148,010

資本剰余金 1,488,147 1,488,147

利益剰余金 780,037 851,140

自己株式 △1,455 △2,022

株主資本合計 3,414,739 3,485,275

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 87,981 91,484

その他の包括利益累計額合計 87,981 91,484

純資産合計 3,502,721 3,576,759

負債純資産合計 10,579,571 10,388,183
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年６月30日) 

売上高 2,409,407 2,237,886

売上原価 1,400,695 1,280,065

売上総利益 1,008,711 957,821

販売費及び一般管理費 1,005,028 936,765

営業利益 3,682 21,055

営業外収益   

受取利息 2,555 1,592

受取配当金 3,511 3,914

受取手数料 838 644

受取賃貸料 1,514 1,442

その他 394 1,079

営業外収益合計 8,814 8,674

営業外費用   

支払利息 27,671 28,590

その他 974 11,485

営業外費用合計 28,646 40,076

経常損失（△） △16,149 △10,346

特別利益   

固定資産売却益 － 197,867

特別利益合計 － 197,867

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（△）

△16,149 187,521

法人税、住民税及び事業税 11,575 13,400

法人税等調整額 △10,179 61,530

法人税等合計 1,396 74,930

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△17,545 112,590

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,545 112,590
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   四半期連結包括利益計算書 
    第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△17,545 112,590

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,686 3,502

その他の包括利益合計 △12,686 3,502

四半期包括利益 △30,231 116,093

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △30,231 116,093
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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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