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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第14期

第１四半期累計期間
第15期

第１四半期累計期間
第14期

会計期間
自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日

自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日

自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日

売上高 (千円) 2,427,573 2,478,309 9,966,003

経常利益 (千円) 141,878 114,256 609,018

四半期(当期)純利益 (千円) 77,899 64,622 323,903

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 673,341 673,341 673,341

発行済株式総数 (株) 2,046,600 2,046,600 2,046,600

純資産額 (千円) 3,769,938 4,034,979 3,999,414

総資産額 (千円) 7,140,810 7,057,481 7,177,863

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 38.22 31.71 158.92

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 25.0

自己資本比率 (％) 52.8 57.2 55.7

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第１四半期累計期間における外食業界は、株高や夏のボーナス増などにより個人消費意欲の改善が

見られるものの、円安転換による輸入価格の上昇や、消費税率の引上げに対する懸念など、先行きは不透

明な状況で推移いたしました。

　このような状況のもと、当社は「客数回復、ファンづくり、粗利の経営」を最重要経営課題として、コン

セプトの「あったら楽しい」、「手の届く贅沢」を具現化するため、以下の諸施策に取組んでまいりまし

た。

まず、高付加価値経営に重点を置いた個店経営を展開いたしました。高級喫茶「椿屋」を冠する「椿屋

ブランディング計画」を引続き推進、平成25年６月に京王線の聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター内に

「椿屋」26店舗目の「椿屋カフェ聖蹟桜ケ丘店」を出店いたしました。また、同年６月には、横浜のマー

クイズみなとみらいに創作お好み焼き・鉄板焼きの「横濱こてがえし」を出店、横浜の歴史をモチーフ

にした落ち着いた内装や豊富なメニューに共食の楽しさを味わっていただいております。

商品・販売促進面では、「業態開発グループ」を中心に、メニュー開発部門と連携した新メニューの開

発、店頭で足が止まり、目で見る楽しさ、美しさ、味わう美味しさにつながるポスターの製作等タイムリー

な販売促進体制を構築、引続き実施の「ありがとうコール運動」によるホスピタリティある接客サービ

スの推進と共に既存店の強化に努めてまいりました。（当第１四半期の既存店売上高前年同期比は2.4％

増）

以上の結果、第１四半期累計期間の売上高は24億78百万円（前年同期比2.1％増）となりましたが、積

極的な新メニューの投入や店顔（ファザード）リニューアルの実施等による投資増により、営業利益は1

億16百万円（同20.4％減）、経常利益は1億14百万円（同19.5％減）、四半期純利益は64百万円（同

17.0％減）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産の部）

  流動資産は、前事業年度末に比べて１億52百万円減少し、23億71百万円となりました。これは、現金及

び預金が１億27百万円減少したことなどによります。

　　固定資産は、前事業年度末に比べて31百万円増加し、46億85百万円となりました。

　　この結果、総資産は前事業年度末に比べて１億20百万円減少し、70億57百万円となりました。

（負債の部）

　流動負債は、前事業年度末に比べて84百万円減少し、12億58百万円となりました。これは、未払賞与が

58百万円減少したことなどによります。　

　　固定負債は、前事業年度末に比べて71百万円減少し、17億63百万円となりました。これは、長期借入金が

52百万円減少したことなどによります。

　　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて１億55百万円減少し、30億22百万円となりました。

（純資産の部）

　純資産合計は、前事業年度末に比べて35百万円増加し、40億34百万円となりました。これは、利益剰余

金が34百万円増加したことなどによります。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

　

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

東和フードサービス株式会社(E03436)

四半期報告書

 4/14



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,432,000

計 6,432,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年９月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,046,600 2,046,600
東京証券取引所　　　
JASDAQ　　　　　　（スタ
ンダード）

単元株式数は100株　　　　　であり
ます。

計 2,046,600 2,046,600― ―

(注)  発行済株式は完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年５月１日　～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　平成25年
７月31日

― 2,046,600 ― 673,341 ― 683,009
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年４月30日）に基づく株主名簿によ

る記載をしております。

　

① 【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式    8,500　
　　　　　

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式2,037,500 20,375 ―

単元未満株式 普通株式      600 ― ―

発行済株式総数 2,046,600 ― ―

総株主の議決権 ― 20,375 ―

　

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
東和フードサービス
株式会社

東京都港区新橋
３丁目２０番１号
 

8,500 ― 8,500 0.4

計 ― 8,500 ― 8,500 0.4

　

２ 【役員の状況】

　
　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成25年５月１日から

平成25年７月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年５月１日から平成25年７月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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25年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,006,029 1,878,800

売掛金 62,410 66,262

SC預け金 ※1
 198,273

※１
 212,355

商品及び製品 23,776 23,494

原材料及び貯蔵品 79,910 79,242

前払費用 103,739 83,925

繰延税金資産 24,871 24,871

その他 25,473 3,486

貸倒引当金 △440 △440

流動資産合計 2,524,044 2,371,998

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 885,888 897,270

工具、器具及び備品（純額） 103,582 114,224

土地 1,118,599 1,118,599

リース資産（純額） 365,807 363,888

その他（純額） 8,495 2,781

有形固定資産合計 2,482,373 2,496,763

無形固定資産 16,334 15,067

投資その他の資産

長期前払費用 17,377 17,373

繰延税金資産 147,045 146,207

差入保証金 503,045 502,445

敷金 1,461,541 1,479,958

その他 26,103 27,668

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,155,111 2,173,650

固定資産合計 4,653,819 4,685,482

資産合計 7,177,863 7,057,481
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年４月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 227,125 248,549

1年内返済予定の長期借入金 271,392 241,300

1年内償還予定の社債 90,000 90,000

リース債務 146,582 145,629

未払金 340,945 313,209

未払賞与 112,465 53,784

未払費用 68,704 39,130

未払法人税等 25,996 53,551

未払消費税等 36,917 46,388

預り金 14,800 19,158

資産除去債務 5,892 5,875

リース資産減損勘定 262 186

その他 2,045 2,045

流動負債合計 1,343,131 1,258,810

固定負債

社債 460,000 445,000

長期借入金 734,934 681,936

リース債務 261,372 257,528

退職給付引当金 265,872 265,119

資産除去債務 92,092 93,088

長期リース資産減損勘定 60 34

その他 20,984 20,984

固定負債合計 1,835,317 1,763,691

負債合計 3,178,448 3,022,501

純資産の部

株主資本

資本金 673,341 673,341

資本剰余金 683,009 683,009

利益剰余金 2,660,031 2,694,083

自己株式 △19,052 △19,052

株主資本合計 3,997,328 4,031,380

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,086 3,599

評価・換算差額等合計 2,086 3,599

純資産合計 3,999,414 4,034,979

負債純資産合計 7,177,863 7,057,481
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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24年５月１日
　至 平成24年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年７月31日)

売上高 2,427,573 2,478,309

売上原価 642,361 667,966

売上総利益 1,785,211 1,810,343

販売費及び一般管理費 1,639,253 1,694,193

営業利益 145,958 116,150

営業外収益

受取利息 141 52

受取配当金 343 359

受取家賃 6,005 5,905

広告料収入 1,800 1,800

その他 1,878 559

営業外収益合計 10,169 8,677

営業外費用

支払利息 10,828 8,320

不動産賃貸原価 1,209 1,155

その他 2,211 1,095

営業外費用合計 14,249 10,570

経常利益 141,878 114,256

特別損失

固定資産除却損 2,326 2,075

特別損失合計 2,326 2,075

税引前四半期純利益 139,551 112,181

法人税等 61,652 47,559

四半期純利益 77,899 64,622
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

　
当第１四半期累計期間
(自  平成25年５月１日
　 至　平成25年７月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

(四半期貸借対照表関係)

※１　ショッピングセンター及び駅ビル等に対する預け金等（ショッピングセンター及び駅ビル等　

にテナントとして出店している店舗の売上金額から相殺すべき賃借料、水道光熱費及び諸経費を差　　

し引いた金額）であります。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産等に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
前第１四半期累計期間
(自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日)

減価償却費
 

104,886千円 109,532千円
 

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年７月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月31日
取締役会

普通株式 20,381 10.0平成24年４月30日 平成24年７月６日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月30日
取締役会

普通株式 30,570 15.0平成25年４月30日 平成25年７月５日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年７月31日)

当社は、フードサービス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。

　

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日)

当社は、フードサービス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。

　

(１株当たり情報)

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。　

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 38円22銭 31円71銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額(千円) 77,899 64,622

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 77,899 64,622

普通株式の期中平均株式数(株) 2,038,110 2,038,029

　　(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

 平成25年５月30日開催の取締役会において、平成25年４月30日の株主名簿に記載された株主に対し、

次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

　　　　　　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,570千円　

　　　　　　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

　　　　　　　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成25年７月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年９月13日

東和フードサービス株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    﨑    博    行    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    廿　　楽    真    明    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東和
フードサービス株式会社の平成25年５月１日から平成26年４月30日までの第15期事業年度の第１四半期会計

期間(平成25年５月１日から平成25年７月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年５月１日から平成25
年７月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東和フードサービス株式会社の平成25年７月31日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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