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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15期

第１四半期累計期間
第16期

第１四半期累計期間
第15期

会計期間
自 平成25年５月１日
至 平成25年７月31日

自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日

自 平成25年５月１日
至 平成26年４月30日

売上高 (千円) 2,478,309 2,478,679 10,066,212

経常利益 (千円) 114,256 75,262 531,411

四半期(当期)純利益 (千円) 64,622 36,548 262,507

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) 4,034,979 4,218,263 4,213,160

総資産額 (千円) 7,057,481 6,967,875 7,253,021

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 31.71 17.93 128.80

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 (％) 57.2 60.5 58.1
 

(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、金融・財政政策による円安の進行や株価の上昇が続き、個人消費意

欲に改善が見られるものの、原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇、消費税増税に対する生活防衛意識の高

まりから、個人消費につきましては依然先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社は「味覚とサービスを通して都会生活に安全で楽しい食の場を提供する」という経営

理念のもと、「客数回復、ファンづくり、質の経営」を最重要経営課題として、コンセプトの「あったら楽しい」

店づくり、「手の届く贅沢」の提供を具現化するため、高付加価値経営に重点を置いた個店経営を展開してまいり

ました。

メニュー・販売促進面では、シンプルでお客様にわかりやすい高品質ケーキの開発等、世の中の変化にいち早く

対応するスピード感をもったメニュー開発と、店顔（店頭）における斬新で魅力あるポスターの有効活用等、お客

様の入店動機に繋がる販売促進を行ってまいりました。また、珈琲豆や焼き菓子・ケーキ及びドレッシングのテイ

クアウト販売、インターネットを利用した無店舗販売の強化にも努めてまいりました。

接客・サービス面では、引き続き「ありがとうコール運動」の実施や、ロールプレイングを中心とした集合研修

の実施により、ホスピタリティある接客・サービスの向上に努めております。また、権威ある接客診断機関による

調査で３年連続１位を受賞するなどの成果としても表れてきております。

また、食品安全に関わる社内の基準構築を図るため、世界標準化機構により制定されたＩＳＯ２２０００（食品

安全マネジメントシステム）認証取得に向けて、引き続き全社一丸となって取り組んでおります。

新規出店につきましては、平成26年７月にＪＲ桜木町駅高架下シャルに「プロントシャル桜木町店」を出店いた

しました。なお、６月には、カフェトバコ有楽町店及びカフェトバコ新橋駅前店をそれぞれ「ツバキcafe有楽町

店」及び「ツバキcafe新橋駅前店」として改めてスタートいたしました。

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0.0％増）、営業利益は76百万円（同

34.5％減）、経常利益は75百万円（同34.1％減）、四半期純利益は36百万円（同43.4％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２億45百万円減少し、20億89百万円となりました。これは、現金及び預金

が２億83百万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39百万円減少し、48億77百万円となりました。

　　この結果、総資産は前事業年度末に比べて２億85百万円減少し、69億67百万円となりました。

（負債の部）

　流動負債は、前事業年度末に比べて２億20百万円減少し、15億70百万円となりました。これは、未払法人税等

が１億67百万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69百万円減少し、11億78百万円となりました。これは、長期借入金が45百

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２億90百万円減少し、27億49百万円となりました。

（純資産の部）

　純資産合計は、前事業年度末に比べて５百万円増加し、42億18百万円となりました。

 

（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。
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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 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26年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年９月12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26年５月１日　～
平成26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26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26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 2,037,400 20,374 ―

単元未満株式 普通株式 700 ― ―

発行済株式総数 2,046,600 ― ―

総株主の議決権 ― 20,374 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26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26年５月１日から平成26年

７月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年５月１日から平成26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26年４月30日)
当第１四半期会計期間
(平成26年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,789,996 1,506,469

  売掛金 70,141 66,360

  SC預け金 ※1  208,659 ※1  235,073

  商品及び製品 29,083 36,299

  原材料及び貯蔵品 69,006 71,250

  前払費用 107,704 92,354

  繰延税金資産 39,924 39,924

  その他 21,319 42,589

  貸倒引当金 △451 △385

  流動資産合計 2,335,383 2,089,935

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,051,903 1,063,835

   工具、器具及び備品（純額） 163,858 175,012

   土地 1,118,599 1,118,599

   リース資産（純額） 380,367 374,104

   その他（純額） 6,144 2,769

   有形固定資産合計 2,720,873 2,734,320

  無形固定資産 13,004 13,030

  投資その他の資産   

   長期前払費用 16,084 17,717

   繰延税金資産 142,955 143,439

   差入保証金 501,154 500,554

   敷金 1,497,305 1,440,770

   その他 26,261 28,105

   貸倒引当金 △1 △0

   投資その他の資産合計 2,183,759 2,130,587

  固定資産合計 4,917,637 4,877,939

 資産合計 7,253,021 6,967,875
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年４月30日)
当第１四半期会計期間
(平成26年７月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 236,339 254,044

  1年内返済予定の長期借入金 503,192 495,992

  1年内償還予定の社債 90,000 90,000

  リース債務 153,350 153,397

  未払金 349,102 363,427

  未払賞与 107,528 47,422

  未払費用 69,481 41,909

  未払法人税等 199,410 31,702

  未払消費税等 65,861 69,298

  預り金 9,609 15,759

  店舗閉鎖損失引当金 1,163 -

  資産除去債務 4,600 4,935

  リース資産減損勘定 60 34

  その他 2,045 2,833

  流動負債合計 1,791,746 1,570,756

 固定負債   

  社債 370,000 355,000

  長期借入金 231,742 185,944

  リース債務 260,382 253,564

  退職給付引当金 269,693 268,147

  資産除去債務 95,312 95,213

  その他 20,984 20,984

  固定負債合計 1,248,114 1,178,854

 負債合計 3,039,860 2,749,611

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 2,871,587 2,877,565

  自己株式 △19,098 △19,098

  株主資本合計 4,208,839 4,214,817

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 4,320 3,446

  評価・換算差額等合計 4,320 3,446

 純資産合計 4,213,160 4,218,263

負債純資産合計 7,253,021 6,967,875
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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25年５月１日
　至 平成25年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成26年７月31日)

売上高 2,478,309 2,478,679

売上原価 667,966 673,875

売上総利益 1,810,343 1,804,804

販売費及び一般管理費 1,694,193 1,728,779

営業利益 116,150 76,024

営業外収益   

 受取利息 52 56

 受取配当金 359 337

 受取家賃 5,905 6,005

 広告料収入 1,800 -

 その他 559 1,542

 営業外収益合計 8,677 7,941

営業外費用   

 支払利息 8,320 6,264

 不動産賃貸原価 1,155 1,121

 その他 1,095 1,317

 営業外費用合計 10,570 8,703

経常利益 114,256 75,262

特別損失   

 固定資産除却損 2,075 1,863

 減損損失 - 10,664

 特別損失合計 2,075 12,528

税引前四半期純利益 112,181 62,733

法人税等 47,559 26,185

四半期純利益 64,622 36,548
 

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

10/14



【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26年５月１日

　 至　平成26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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

減価償却費
 

109,532千円
 

124,369千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第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。

 

当第１四半期累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成26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26年５月30日
取締役会

普通株式 30,570 15.0 平成26年４月30日 平成26年７月４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。

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成26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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

１株当たり四半期純利益金額 31円71銭 17円93銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 64,622 36,548

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) 64,622 36,548

普通株式の期中平均株式数(株) 2,038,029 2,038,010
 

　　(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26年５月30日開催の取締役会において、平成26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26年７月４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26年９月12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26年５月１日から平成27年４月30日までの第16期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年５月１日

から平成26年７月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年５月１日から平成26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26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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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