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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 1,342 △10.0 43 ― 60 ― 56 ―
24年3月期第1四半期 1,491 △14.0 △40 ― △29 ― △55 ―

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1四半期 2.40 ―
24年3月期第1四半期 △2.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,282 1,577 36.8
24年3月期 4,384 1,521 34.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,577百万円 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 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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、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) 2,817 △4.5 98 ― 129 ― 95 ― 4.06
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 

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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。 

(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1Q 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1Q 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1Q 23,424,030 株 24年3月期1Q 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ますが、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しており、四半期レビュー報告書を本日付で受領しております。 

※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「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などを背景に景気が穏や

かに持ち直しているものの、欧州債務危機や、長期化する円高、電力供給の制約への懸念などから依然

として先行きは不透明な状況となっております。 

外食業界におきましても、景気の先行き不透明感や、電気料金値上げ問題などから、消費者の生活防

衛意識による低価格志向の継続や、顧客獲得のための業界内企業間の競争激化など、取り巻く経営環境

は極めて厳しい状況となっております。 

このような経営環境の下、当社といたしましては、お客様に満足頂けるよう4月、5月に主力業態であ

る焼肉屋さかい、炭火焼肉屋さかい、大阪カルビにてメニュー改定を実施し、お客様の満足度の向上を

図り、店舗力の強化と他社との差別化を図ることで、一定の効果を得ることができました。 

以上の結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高1,342百万円（前年同期比10.0％減）、営業利益

43百万円（前年同期は営業損失40百万円）、経常利益60百万円（前年同期は経常損失29百万円）、四半

期純利益56百万円（前年同期は四半期純損失55百万円）となりました。 

  

当第１四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101百万円減少し、4,282百万円と

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、有形固定資産及び差入保

証金が減少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157百万円減少し、2,705百万円となりました。これは

主に、未払金、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、1,577百万円となり、前事業年度末に比べ56百万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第２四半期累計期間及び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、当第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、これによる損益に与える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１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 243,973 192,807

売掛金 97,058 89,437

商品 14,768 15,966

原材料及び貯蔵品 18,093 15,927

その他 105,329 102,688

貸倒引当金 △19,832 △19,538

流動資産合計 459,391 397,288

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 819,878 810,069

土地 1,198,775 1,198,775

その他（純額） 184,105 177,267

有形固定資産合計 2,202,759 2,186,112

無形固定資産 59,803 59,457

投資その他の資産   

差入保証金 752,580 735,050

投資不動産（純額） 874,746 871,258

その他 232,833 230,044

貸倒引当金 △197,660 △196,488

投資その他の資産合計 1,662,500 1,639,865

固定資産合計 3,925,063 3,885,435

資産合計 4,384,455 4,282,724

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,923 135,676

短期借入金 1,023,416 1,002,172

1年内返済予定の長期借入金 112,164 230,220

1年内償還予定の社債 156,000 156,000

未払法人税等 44,006 12,464

賞与引当金 15,000 22,440

閉店損失引当金 11,619 －

資産除去債務 2,510 832

その他 377,314 333,537

流動負債合計 1,909,953 1,893,343

固定負債   

社債 234,000 234,000

長期借入金 330,917 203,904

資産除去債務 84,121 84,520
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

その他 304,239 289,531

固定負債合計 953,277 811,955

負債合計 2,863,231 2,705,299

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 △206,576

自己株式 △166,629 △166,629

株主資本合計 1,521,223 1,577,424

純資産合計 1,521,223 1,577,424

負債純資産合計 4,384,455 4,282,724
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,491,427 1,342,246

売上原価 443,679 392,057

売上総利益 1,047,747 950,188

販売費及び一般管理費 1,088,615 906,530

営業利益又は営業損失（△） △40,868 43,658

営業外収益   

受取利息 1,460 1,136

不動産賃貸料 28,125 26,235

協賛金収入 18,945 22,527

その他 6,746 8,017

営業外収益合計 55,279 57,916

営業外費用   

支払利息 13,811 13,634

不動産賃貸原価 25,365 22,261

支払手数料 2,820 3,909

その他 1,878 848

営業外費用合計 43,875 40,653

経常利益又は経常損失（△） △29,465 60,921

特別利益   

固定資産売却益 945 3,802

特別利益合計 945 3,802

特別損失   

固定資産除売却損 1,439 －

減損損失 7,667 －

賃貸借契約解約損 1,550 －

閉店損失引当金繰入額 6,637 －

特別損失合計 17,294 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △45,814 64,724

法人税、住民税及び事業税 9,831 9,045

法人税等調整額 △520 △522

法人税等合計 9,311 8,522

四半期純利益又は四半期純損失（△） △55,125 56,201
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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