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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１四半期連結
累計期間

第33期
第１四半期連結

累計期間
第32期

会計期間

自平成25年
　６月１日
至平成25年
　８月31日

自平成26年
　６月１日
至平成26年
　８月31日

自平成25年
　６月１日
至平成26年
　５月31日

売上高 （千円） 10,554,690 11,092,462 42,566,354

経常利益 （千円） 1,166,080 1,335,120 4,453,466

四半期（当期）純利益 （千円） 470,839 764,782 2,388,432

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 511,460 778,973 2,609,840

純資産額 （千円） 23,660,688 25,531,364 25,263,506

総資産額 （千円） 32,268,073 34,210,366 34,721,585

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 29.50 47.91 149.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 72.9 74.2 72.3

　（注）１.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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.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１四半期連結累計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ。）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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」について重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、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）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間（平成26年６月1日～平成26年８月31日）の業績は、売上高が110億92百万円（前年同

期比5.1％増）、営業利益は12億85百万円（同14.5％増）、経常利益は13億35百万円（同14.5％増）、四半期純利

益は７億64百万円（同62.4％増）となりました。

売上面につきましては、台風の上陸や大雨の影響などのマイナス要素はあったものの、ストアレベルマーケ

ティングの推進や宅配及びドライブスルーの強化など、従来から取り組んできた営業施策に加え、４月にテレビの

バラエティ番組で取り上げられたことをきっかけとした来店客数の増加が６月以降もある程度持続し、既存店ベー

スの店舗売上高（国内）は前年同期比6.5％増、全店ベースの店舗売上高（国内）は、前年同期比7.9％増と好調に

推移しました。

利益面につきましては、本部経費を中心に販売費及び一般管理費が増加したものの、前年に比べ売上高、売上

総利益が増加したことにより、営業利益、経常利益ともに平成16年５月期の四半期決算導入以降、第１四半期での

最高益更新となりました。

また、四半期純利益につきましても、経常利益が増加したことに加え、減損損失が１億１百万円減少したこと

で特別損失が減少し、最高益を更新いたしました。

　月別の国内の売上高、客数、客単価の前年同期比増減率は、次のとおりであります。

 

「国内店舗売上高等推移表」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年同期比増減率、％）

  

６月

 

７月

 

８月
 

当第１四半期累計

 全店売上高 8.0 7.5 8.3 7.9

 既存店売上高 6.2 6.0 7.2 6.5

 　客数 4.9 4.6 5.9 5.2

 　客単価 1.3 1.3 1.2 1.3

（注）店舗売上高は、直営店とフランチャイズ加盟店（以下、ＦＣ店という）の売上高を合計したものです。

 

　国内業態別出店状況及び海外の国別出店状況は、次のとおりであります。

 

「国内業態別出店状況」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：店）

 
①新規出店数 ②退店数 純増店舗数 平成26年８月末店舗数

 内、直営  内、直営 ①-② 内、直営  内、直営

CoCo壱番屋（※） 7 6 7 3 0 △1 1,229 222

パスタ・デ・ココ 1 1 － － 1 1 32 25

麺屋ここいち － － － － － － 7 5

にっくい亭 － － － － － － 2 2

うなぎ屋壱番 － － － － － － 1 1

合　　計 8 7 7 3 1 0 1,271 255

（※）CoCo壱番屋で、直営店からＦＣ店への譲渡を４店舗実施しております。
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「海外国別出店状況」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：店）

展開

エリア

①新規

出店数
②退店数

純増

店舗数

①-②

平成26年

８月末

店舗数

現地法人名（※１）

（エリアフランチャイザー）

当社出資

比率

米国（本土） － － － 3 　ICHIBANYA USA,INC. 80.0％

香港 － － － 7 　壹番屋香港有限公司 76.8％

タイ － 1 △1 22 　ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD. 37.0％

台湾 3 － 3 24 　台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司 20.0％

韓国 2 1 1 22 　韓国カレーハウス株式会社 20.0％

中国（※２) 5 4 1 41 　上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司 11.1％

米国（ハワイ） － － － 4 　CoCoICHI　HAWAII,INC. －

シンガポール 1 － 1 4 　Tana Development(Singapore) Pte.Ltd. －

インドネシア － － － 1 　PT.Abadi Tunggal Lestari －

合計 11 6 5 128   

（※１）海外店舗は、当社とエリアフランチャイズ契約を締結した現地法人が、直営店ないしＦＣ店で展開してお

ります。なお、米国（本土）及び香港の現地法人は、当社の連結子会社であります。

（※２）中国の店舗数は、上記記載の現地法人の他、当社とマスターフランチャイズ契約を締結した２社が運営す

る店舗を含んでおります。

 

　なお、当社グループは、飲食事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載

を省略しております。

 

(２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(３）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。

 

(４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と

見通しについて重要な変更はありません。
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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 57,600,000

計 57,600,000

 

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８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年10月７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 15,963,000 15,963,000

東京証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 15,963,000 15,963,000 － －

 

（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６月１

日～

平成26年８月31日

― 15,963,000 ― 1,503,270 ― 1,388,470

 

 

（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。
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（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５月31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８月31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） ― ― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

15,959,700
159,597 ―

単元未満株式
普通株式

3,300
― ―

発行済株式総数 15,963,000 ― ―

総株主の議決権 ― 159,597 ―

 

②【自己株式等】

平成26年８月31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（％）

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 

 

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】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64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１四半期連結会計期間（平成26年６月１日から平

成26年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年６月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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26年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,314,026 10,668,322

売掛金 2,529,190 2,676,244

商品及び製品 484,868 491,265

仕掛品 17,740 20,117

原材料及び貯蔵品 196,900 210,123

繰延税金資産 176,343 101,138

その他 528,354 580,876

貸倒引当金 △1,735 －

流動資産合計 15,245,688 14,748,087

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,400,456 6,273,187

機械装置及び運搬具（純額） 432,020 419,973

土地 5,539,451 5,539,451

リース資産（純額） 811,140 808,786

建設仮勘定 452,508 671,665

その他（純額） 367,557 376,431

有形固定資産合計 14,003,134 14,089,495

無形固定資産 261,904 255,758

投資その他の資産   

投資有価証券 2,015,010 2,047,894

繰延税金資産 694,787 644,926

差入保証金 2,052,869 2,012,973

その他 554,515 505,053

貸倒引当金 △106,324 △93,821

投資その他の資産合計 5,210,858 5,117,025

固定資産合計 19,475,897 19,462,279

資産合計 34,721,585 34,210,366
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,232,679 2,333,077

未払金 1,321,801 1,250,898

未払法人税等 1,059,171 423,370

賞与引当金 262,936 125,479

資産除去債務 7,959 6,421

その他 677,758 845,914

流動負債合計 5,562,307 4,985,162

固定負債   

リース債務 564,297 561,869

退職給付に係る負債 648,608 464,428

債務保証損失引当金 14,826 10,137

長期預り保証金 2,109,994 2,099,305

資産除去債務 450,291 452,128

その他 107,754 105,971

固定負債合計 3,895,771 3,693,839

負債合計 9,458,079 8,679,002

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,503,270 1,503,270

資本剰余金 1,388,470 1,388,470

利益剰余金 22,001,723 22,255,391

自己株式 △101 △101

株主資本合計 24,893,362 25,147,029

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 215,845 237,088

為替換算調整勘定 42,843 35,256

退職給付に係る調整累計額 △35,774 △32,333

その他の包括利益累計額合計 222,914 240,011

少数株主持分 147,229 144,322

純資産合計 25,263,506 25,531,364

負債純資産合計 34,721,585 34,210,366
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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25年６月１日
　至　平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

売上高 10,554,690 11,092,462

売上原価 5,493,503 5,759,876

売上総利益 5,061,186 5,332,585

販売費及び一般管理費 3,938,640 4,047,013

営業利益 1,122,546 1,285,571

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,130 29,220

受取家賃 153,055 164,750

その他 6,972 13,822

営業外収益合計 182,158 207,793

営業外費用   

支払利息 4,259 3,245

賃貸費用 130,242 148,196

その他 4,122 6,802

営業外費用合計 138,624 158,244

経常利益 1,166,080 1,335,120

特別利益   

店舗売却益 13,200 31,151

その他 1,016 －

特別利益合計 14,217 31,151

特別損失   

固定資産除却損 9,562 6,484

減損損失 255,828 154,319

その他 310 3,531

特別損失合計 265,701 164,335

税金等調整前四半期純利益 914,595 1,201,936

法人税、住民税及び事業税 388,307 396,213

法人税等調整額 57,330 41,849

法人税等合計 445,637 438,062

少数株主損益調整前四半期純利益 468,957 763,873

少数株主損失（△） △1,881 △909

四半期純利益 470,839 764,782
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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25年６月１日
　至　平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 468,957 763,873

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,878 21,243

為替換算調整勘定 29,624 △9,584

退職給付に係る調整額 - 3,441

その他の包括利益合計 42,502 15,099

四半期包括利益 511,460 778,973

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 507,416 781,880

少数株主に係る四半期包括利益 4,043 △2,906
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【注記事項】

（会計方針の変更）

(退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる

債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間

及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が197,095千円減少し、利益剰余金が127,402

千円増加しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 １ 保証債務

 
前連結会計年度

（平成26年５月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成26年８月31日）

加盟店の金融機関借入の保証 1,075,360千円 983,782千円

 

　また、上記以外に加盟店の不動産

賃貸借契約について、１件の家賃の

債務保証を行っております。

　また、上記以外に加盟店の不動産

賃貸借契約について、１件の家賃の

債務保証を行っております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日）

減価償却費 317,493千円 313,524千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年６月１日　至平成25年８月31日）

配当に関する事項

　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８月22日

定時株主総会
普通株式 957,777 60 平成25年５月31日 平成25年８月23日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年６月１日　至平成26年８月31日）

配当に関する事項

　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８月21日

定時株主総会
普通株式 638,518 40 平成26年５月31日 平成26年８月22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１四半期連結累計期間（自平成25年６月１日　至平成25年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成26年６月１日　至平成26年８月31日）

当社グループは、飲食事業並びにこれらの付帯業務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１四半期連結累計期間
（自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 29円50銭 47円91銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 470,839 764,782

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） 470,839 764,782

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,962 15,962

　（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】

　該当事項はありません。
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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10月６日

株式会社壱番屋

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水上　圭祐 　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今泉  誠　  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壱番屋

の平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年６月１日から平成26

年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年６月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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連結財務諸表に対する

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社壱番屋及び連結子会社の平成26年８月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結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。
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