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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32期

第２四半期累計期間
第33期

第２四半期累計期間
第32期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年６月30日

自平成26年１月１日
至平成26年６月30日

自平成25年１月１日
至平成25年12月31日

売上高 （千円） 5,493,099 6,201,448 11,290,337

経常利益 （千円） 732,563 943,841 1,546,818

四半期（当期）純利益 （千円） 434,610 570,275 880,579

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 803,337 803,337 803,337

発行済株式総数 （株） 3,315,000 6,630,000 6,630,000

純資産額 （千円） 6,718,097 7,574,110 7,085,454

総資産額 （千円） 8,317,596 9,433,157 8,755,746

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 65.55 86.02 132.82

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） 24.00 13.00 37.00

自己資本比率 （％） 80.8 80.3 80.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 851,810 853,034 1,641,318

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △385,848 △695,584 △875,204

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △68,390 △86,513 △158,715

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,588,713 2,869,476 2,798,539

 

回次
第32期

第２四半期会計期間
第33期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 27.80 42.23

　（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

 　　　 ２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３. 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。

　　　　４. 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。

　　　　５. 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、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２四半期累計期間において、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２四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・フロー状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）業績の状況

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策への期待感や日銀の金融政策を背景に、企業

業績の改善、設備投資の回復、雇用拡大へと繋がり、景気は回復・拡大基調で推移いたしました。

　外食産業におきましては、消費税増税後の消費マインドの減退が懸念されておりましたが、雇用・所得環境の改

善も寄与し、影響は限定的で堅調に推移いたしました。しかしながら人材不足や人件費の高騰、原材料価格やエネ

ルギーコストの高騰を抱えており、業界を取り巻く環境は厳しい状況で推移しております。

 

　当社ではこのような環境の下、消費税増税を機にお客様の外食に対する期待と店舗選別の厳しさはより高まるも

のと判断し、当社のコンセプトである「ご馳走レストラン」をより支持いただけるチャンスと捉え、商品開発、新

規出店による新規顧客の獲得、店舗改装等の既存店活性化に取り組みました。

　商品開発面では、「価値づくり」をテーマに新商品の開発に取り組みました。主力のオージービーフの他に世界

各国の牛肉を現地視察し新規開拓に努め、その商品化に取り組みました。その結果、関東地区期間限定でアメリカ

産「ミッドウエスタンリブロースステーキ」等を導入し、客単価増に寄与いたしました。既存商品についても新規

顧客をリピーターとすべく、妥協することなく商品開発会議を重ねてまいりました。人気のハンバーグメニューで

ある「ブロンコハンバーグ」を３月より、「がんこハンバーグ」を５月より、更に美味しくするための品質向上に

成功し、客数増に寄与いたしました。

　新規出店では、関西地区に初出店となる彦根店（滋賀県）、東京23区内の北綾瀬店（足立区）等の５店舗を計画

通りに出店し、店舗数は78店舗となりました。また新店の業績は順調に推移しております。更に10店舗の改装を実

施し既存店活性化に取り組みました。

 

　以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高62億１百万円（前年同期比12.9％増）、営業利益９億34百

万円（同29.2％増）、経常利益９億43百万円（同28.8％増）、四半期純利益５億70百万円（同31.2％増）となりま

した。
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（２）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期会計期間末の資産合計は94億33百万円（前事業年度末87億55百万円）となり６億77百万円増加いた

しました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金が91百万円及び新規出店等により有形固定資産が４億43百万

円増加したこと等によります。

 

（負債）

　当第２四半期会計期間末の負債合計は18億59百万円（前事業年度末16億70百万円）となり１億88百万円増加いた

しました。その主な要因は、未払金が88百万円及び未払法人税等が66百万円増加したこと等によります。

 

（純資産）

　当第２四半期会計期間末の純資産合計は75億74百万円（前事業年度末70億85百万円）となり４億88百万円増加

し、自己資本比率は80.3％（前事業年度末80.9％）となりました。その主な要因は、四半期純利益の増加と配当金

の支払いにより利益剰余金が４億84百万円増加したこと等によります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、28億69百万円（前事業

年度末27億98百万円）となり、70百万円増加いたしました。

　当第２四半期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８億53百万円（前年同期比0.1％増）となりました。これは主に、税引前四半

期純利益を９億40百万円及び減価償却費を２億23百万円計上した一方、法人税等を２億97百万円支払ったこと等に

よります。

 

（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６億95百万円（前年同期比80.3％増）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出が５億78百万円及び建設協力金の支払による支出が70百万円あったこと等によります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は86百万円（前年同期比26.5％増）となりました。これは主に、配当金の支払額

が86百万円あったこと等によります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 11,260,000

計 11,260,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年７月24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 6,630,000 6,630,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数100株

計 6,630,000 6,630,000 － －

 

（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26年４月１日～

 平成26年６月30日
  － 6,630,000   － 803,337    － 713,337
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（６）【大株主の状況】

  平成26年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ストロングウィル 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目75 1,897,800 28.62

ブロンコビリー従業員持株会 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目75 340,100 5.12

株式会社トーカン 愛知県名古屋市熱田区川並町４－８ 179,200 2.70

竹市靖公 愛知県名古屋市北区 177,200 2.67

竹市克弘 愛知県名古屋市北区 174,800 2.63

竹市啓子 愛知県名古屋市北区 168,000 2.53

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 140,000 2.11

ノーザン　トラスト　カンパニー　

エイブイエフシー　リ　

フィデリティ　ファンズ

（常任代理人　香港上海銀行

　東京支店）

東京都中央区日本橋３丁目11－１ 110,200 1.66

株式会社十六銀行 岐阜県岐阜市神田町８丁目26番地 100,000 1.50

株式会社みずほ銀行 東京都中央区晴海１丁目８－12 100,000 1.50

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11－３ 100,000 1.50

計 － 3,487,300 52.59

  （注） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年６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）
普通株式　　　　　

200
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式　　

6,628,600
66,286 単元株式数100株

単元未満株式
普通株式　　　　

1,200
－ －

発行済株式総数 6,630,000 － －

総株主の議決権 － 66,286 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年６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

（％）

株式会社ブロンコビリー
愛知県名古屋市名東区平和

が丘１丁目75
200 － 200 0.00

計 ― 200 － 200 0.00

 

 

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２四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任あずさ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、四半期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12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,635,449 3,726,532

売掛金 84,072 83,822

商品及び製品 52,931 28,713

原材料及び貯蔵品 132,678 185,722

その他 162,485 181,755

流動資産合計 4,067,617 4,206,546

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,616,013 2,998,401

構築物（純額） 251,203 285,109

工具、器具及び備品（純額） 330,260 392,161

土地 276,207 276,207

その他（純額） 169,855 135,510

有形固定資産合計 3,643,541 4,087,391

無形固定資産 87,511 103,707

投資その他の資産   

差入保証金 659,096 722,217

その他 297,979 313,294

投資その他の資産合計 957,076 1,035,511

固定資産合計 4,688,128 5,226,610

資産合計 8,755,746 9,433,157

負債の部   

流動負債   

買掛金 284,002 295,959

短期借入金 110,878 113,336

未払金 498,430 586,831

未払法人税等 313,542 379,983

賞与引当金 21,499 20,006

販売促進引当金 24,725 18,451

資産除去債務 2,500 －

その他 168,840 127,151

流動負債合計 1,424,418 1,541,719

固定負債   

資産除去債務 207,560 220,300

その他 38,312 97,026

固定負債合計 245,872 317,326

負債合計 1,670,291 1,859,046
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成25年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,337 803,337

資本剰余金 713,337 713,337

利益剰余金 5,557,810 6,041,898

自己株式 △325 △427

株主資本合計 7,074,159 7,558,145

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,295 15,965

評価・換算差額等合計 11,295 15,965

純資産合計 7,085,454 7,574,110

負債純資産合計 8,755,746 9,433,157
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 5,493,099 6,201,448

売上原価 1,502,553 1,711,202

売上総利益 3,990,545 4,490,246

販売費及び一般管理費 ※ 3,267,121 ※ 3,555,585

営業利益 723,424 934,661

営業外収益   

受取利息 942 1,422

受取配当金 1,321 1,262

受取賃貸料 11,340 11,040

受取保険金 1,161 1,490

協賛金収入 5,523 6,283

その他 2,286 932

営業外収益合計 22,575 22,430

営業外費用   

支払利息 457 418

賃貸費用 10,586 10,574

その他 2,392 2,257

営業外費用合計 13,435 13,251

経常利益 732,563 943,841

特別利益   

固定資産売却益 2,000 －

特別利益合計 2,000 －

特別損失   

固定資産除売却損 919 2,846

特別損失合計 919 2,846

税引前四半期純利益 733,644 940,994

法人税、住民税及び事業税 293,636 363,928

法人税等調整額 5,397 6,790

法人税等合計 299,033 370,719

四半期純利益 434,610 570,275
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６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 733,644 940,994

減価償却費 200,569 223,067

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,754 △1,493

販売促進引当金の増減額（△は減少） △5,919 △6,274

受取利息及び受取配当金 △2,263 △2,684

支払利息 457 418

固定資産除売却損益（△は益） △1,080 2,846

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,592 △28,825

売上債権の増減額（△は増加） △4,275 250

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,348 △8,545

仕入債務の増減額（△は減少） 14,794 11,957

未払金の増減額（△は減少） 95,887 78,370

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,751 37,756

その他 9,863 △99,365

小計 1,155,123 1,148,473

利息及び配当金の受取額 2,263 2,684

利息の支払額 △457 △425

法人税等の支払額 △305,118 △297,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 851,810 853,034

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △19,853 △20,145

有形固定資産の取得による支出 △363,807 △578,778

有形固定資産の除却による支出 △919 △8,769

有形固定資産の売却による収入 2,000 －

無形固定資産の取得による支出 △5,544 △23,345

差入保証金の差入による支出 △23,130 △24,785

差入保証金の回収による収入 5,000 10,540

預り保証金の返還による支出 △600 △1,425

建設協力金の支払による支出 △21,000 △70,000

建設協力金の回収による収入 10,874 21,124

保険積立金の解約による収入 31,132 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,848 △695,584

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） 24,459 2,458

リース債務の返済による支出 － △2,462

自己株式の取得による支出 △213 △102

配当金の支払額 △92,635 △86,406

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,390 △86,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 397,572 70,936

現金及び現金同等物の期首残高 2,191,140 2,798,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,588,713 ※ 2,869,476
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成25年１月１日

　　至 平成25年６月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年６月30日）

給与手当 521,244千円 526,411千円

雑給 819,218 903,660

賞与引当金繰入額 26,711 19,548

販売促進引当金繰入額 26,958 18,451

 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金 3,392,207千円 3,726,532千円

預入期間３か月超の定期預金 △803,494 △857,055

現金及び現金同等物 2,588,713 2,869,476
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年６月30日）

配当に関する事項

（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１月17日

取締役会
普通株式 92,818 28 平成24年12月31日 平成25年３月22日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四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２四半期会計期間末後とな

　　　るもの

（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７月16日

取締役会
普通株式 79,557 24 平成25年６月30日 平成25年９月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年６月30日）

配当に関する事項

（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26年１月16日

取締役会
普通株式 86,187 13 平成25年12月31日 平成26年３月19日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四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２四半期会計期間末後とな

　　　るもの

（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26年７月17日

取締役会
普通株式 86,186 13 平成26年６月30日 平成26年９月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　前第２四半期累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成26年

　　１月１日 至平成26年６月30日）

　　　当社は、飲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。

 

（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。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 65円55銭 86円02銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 434,610 570,275

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） 434,610 570,275

普通株式の期中平均株式数（株） 6,629,847 6,629,778

（注）１. 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。

　　　２. 当社は、平成25年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株

　　　　　式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　中間配当に関する事項

　　　平成26年７月17日開催の取締役会において、当期中間配当につき、次のとおり決議いたしました。

　　　①中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　86,186千円

　　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 13円00銭

　   ③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　平成26年９月４日

　　　（注）平成26年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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26年７月24日

株式会社ブロンコビリー

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野　英生　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 楠元　 宏    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」に掲げられている株式会社ブロン

コビリーの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第33期事業年度の第２四半期会計期間（平成26年４月１日から

平成26年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30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、四半期キャッシュ・フロー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、株式会社ブロンコビリーの平成26年６月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロンコビリー(E03517)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

