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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25期

第２四半期
連結累計期間

第26期
第２四半期
連結累計期間

第25期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 （千円） 14,403,510 15,596,889 30,518,557

経常利益 （千円） 2,133,989 2,353,505 4,167,530

四半期（当期）純利益 （千円） 1,213,616 1,486,819 2,420,628

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,239,335 1,475,974 2,462,719

純資産額 （千円） 15,107,434 17,154,719 16,145,653

総資産額 （千円） 19,681,772 22,329,926 22,071,722

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 24.86 30.35 49.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 24.76 30.22 49.29

自己資本比率 （％） 76.4 76.6 72.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 2,865,961 2,309,577 5,443,402

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 167,567 △454,600 △1,928,050

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △278,127 △491,874 △496,395

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 8,170,720 9,798,752 8,448,940

 

回次
第25期

第２四半期
連結会計期間

第26期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 13.10 15.08

（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．当社は、平成26年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。これに伴い、第25期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」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」を算定しております。

 

２【事業の内容】

当第２四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）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２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより緩やかな景気回復基調が続

きました。当社サービスの対象である外食産業を取り巻く環境を見ると、消費者の外食支出は消費税率の引き上げ

にもかかわらず４・５月は堅調に推移しましたが、６月以降、天候不順などの影響により前年を下回っているほ

か、生鮮食品・エネルギー価格の上昇が続くなど、その経営環境は引き続き厳しいものがあります。

当社は、昨年６月に当社サイト『ぐるなび』をバージョンアップ（システム基盤の再構築）した後、飲食店が自

ら「正確・詳細・最新な情報」を次々と拡充できるようにすることで、当社サイトのメディア価値を高め、飲食店

の継続的な経営への支援を強化しております。当第２四半期においては、７月に「私たちの理念ページ」の新設、

「ペット同伴情報」「お子様連れ情報」の拡充、９月に「シェフ・料理人ページ」の新設を行いました。

また、消費者のＷＥＢ予約に対するニーズの高まりを受け、７月より「ぐるなびＷＥＢ予約システム（問い合わ

せ型及び即時予約）」を全ての有料加盟店舗で利用可能としたほか、ユーザーの更なるＷＥＢ予約利用促進のた

め、９月に「ぐるなびＨＯＭＥ」と「店舗ページ」のデザインリニューアルを行い、ＷＥＢ予約への導線を追加・

強調いたしました。

これらの活動の結果、当第２四半期における店舗ページへのユーザーのアクセスは前年同期比24.2％増と高い伸

びを示し、また当第２四半期連結累計期間における「ぐるなびＷＥＢ予約」による飲食店への送客人数は350万人を

超える（前年同期比93.9％増）など、当社の成長の原動力であるメディア価値はより一層向上したと認識しており

ます。

当第２四半期末の有料加盟店舗数は52,279店舗、前年同期末比1.8％増加し、また当第２四半期におけるストック

型サービスの店舗当たり月次契約高は42,955円、前年同期比6.9％増と高い伸びを持続いたしました。

 

当第２四半期連結累計期間の売上高は15,596百万円（前年同期比8.3％増）となりました。

事業の区分別売上高は、次のとおりであります。

区分

前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

前年同期比
（％）

金額（千円） 金額（千円）

基盤事業

飲食店販促サービス    

 

ストック型サービス 12,146,162 13,403,290 110.4

スポット型サービス 720,235 591,587 82.1

小計 12,866,398 13,994,877 108.8

プロモーション 278,559 290,927 104.4

小計 13,144,957 14,285,805 108.7

関連事業 1,258,552 1,311,083 104.2

合計 14,403,510 15,596,889 108.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

また、利益面については、営業利益2,342百万円（前年同期比9.7％増）、経常利益2,353百万円（前年同期比

10.3％増）、四半期純利益1,486百万円（前年同期比22.5％増）となりました。
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(2) 財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末と比べ258百万円増加し、22,329百万円とな

りました。主な増減内訳は、有価証券499百万円の増加、受取手形及び売掛金209百万円の減少によるものでありま

す。

負債については、前連結会計年度末と比べ750百万円減少し、5,175百万円となりました。主な増減内訳は、未払

金609百万円の減少によるものであります。

純資産については、前連結会計年度末と比べ1,009百万円増加し、17,154百万円となりました。主な増減内訳は、

利益剰余金997百万円の増加によるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

べ1,349百万円増加（前年同期は2,771百万円増加）し、9,798百万円（前年同期比19.9％増）となりました。

当第２四半期連結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）

営業活動の結果獲得した資金は2,309百万円（前年同期比19.4％減）となりました。収入の主な内訳は、税金等調

整前四半期純利益2,354百万円、減価償却費1,300百万円であります。支出の主な内訳は、法人税等の支払額1,216百

万円であります。

 

（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454百万円（前年同期は167百万円獲得）となりました。収入の主な内訳は、定期

預金の払戻による収入1,000百万円であります。支出の主な内訳は、ソフトウエアの取得による支出1,146百万円、

有形固定資産の取得による支出250百万円であります。

 

（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491百万円（前年同期は278百万円使用）となりました。主な内訳は、配当金の支

払額488百万円であります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの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。

 

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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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 184,000,000

計 184,000,000

 

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９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年10月31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 51,968,000 51,968,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数　100株

計 51,968,000 51,968,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、この四半期報告書提出日に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれて

おりません。

 

（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７月１日～

平成26年９月30日
－ 51,968,000 － 2,334,300 － 2,884,780
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９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
（％）

滝　久雄 東京都大田区 17,723,000 34.10

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 3,970,100 7.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 2,087,700 4.02

公益財団法人日本交通文化協会 東京都千代田区有楽町１－１－３ 1,862,800 3.58

ＲＢＣ　ＩＳＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　15.315　
ＰＣＴ　ＮＯＮ　ＬＥＮＤＩＮＧ　ＡＣＣＯ
ＵＮＴ

東京都新宿区新宿６－27－30 1,318,400 2.54

小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木２－28－12 918,600 1.77

みずほ信託銀行株式会社　
退職給付信託　京浜急行電鉄口　再信託受託者
資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－12 902,600 1.74

滝　裕子 東京都港区 847,000 1.63

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退
職給付信託東京急行電鉄口）

東京都港区浜松町２－11－３ 702,600 1.35

シー　エム　ビー　エル，　エス　エー　
リ．　ミューチャル　ファンド

東京都中央区月島４－16－13 453,100 0.87

計 － 30,785,900 59.24

　（注）上記のほか、自己株式が2,960,988株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９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   2,960,900
－ －

完全議決権株式（その他） 　普通株式  49,003,600 490,036 －

単元未満株式 　普通株式       3,500 － －

発行済株式総数             51,968,000 － －

総株主の議決権 － 490,036 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年９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(％)

株式会社ぐるなび
東京都千代田区有楽町

１－２－２
2,960,900 　－ 2,960,900 5.70

計 － 2,960,900 　－ 2,960,900 5.70

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

    (1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役

 

常務執行役員

企画開発本部本部長代行副本部長

兼 ＥＣ事業推進部門長

兼 コミュニケーション部門長

兼 Ｌｅｔ’ｓ事業推進部門部門長代行副部門長

兼 ブランド戦略室長付

 

栗田　勝 平成26年７月１日

 

 

    (2) 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役

 

副社長執行役員

企画開発本部副本部長

兼 ブランド戦略室長

兼 オリンピック・パラ

リンピック担当

 

代表取締役

副社長執行役員

ブランド戦略室長

兼 企画開発本部長付

兼 オリンピック・パラ

リンピック担当

藤田　明久 平成26年８月１日
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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２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、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。
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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３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,448,940 9,298,789

受取手形及び売掛金 4,267,226 4,057,473

有価証券 － 499,963

仕掛品 52,674 42,072

未収入金 1,462,195 1,464,997

その他 955,253 1,044,830

貸倒引当金 △294,455 △308,960

流動資産合計 15,891,835 16,099,166

固定資産   

有形固定資産 1,130,529 1,081,613

無形固定資産   

のれん 15,916 13,967

ソフトウエア 3,373,861 3,335,749

その他 220,435 322,853

無形固定資産合計 3,610,214 3,672,570

投資その他の資産 1,439,143 1,476,575

固定資産合計 6,179,887 6,230,760

資産合計 22,071,722 22,329,926

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 199,659 241,700

未払法人税等 1,250,147 896,114

賞与引当金 846,195 622,897

ポイント引当金 245,413 237,224

未払金 2,282,438 1,672,587

その他 924,150 1,325,787

流動負債合計 5,748,004 4,996,312

固定負債   

資産除去債務 176,793 177,794

その他 1,270 1,100

固定負債合計 178,064 178,894

負債合計 5,926,068 5,175,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,334,300 2,334,300

資本剰余金 2,884,780 2,885,297

利益剰余金 12,620,411 13,617,624

自己株式 △1,746,744 △1,719,923

株主資本合計 16,092,747 17,117,297

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 7,028 △3,816

その他の包括利益累計額合計 7,028 △3,816

新株予約権 45,878 41,238

純資産合計 16,145,653 17,154,719

負債純資産合計 22,071,722 22,329,926
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 14,403,510 15,596,889

売上原価 3,755,506 4,086,846

売上総利益 10,648,003 11,510,042

販売費及び一般管理費 ※ 8,512,349 ※ 9,167,240

営業利益 2,135,654 2,342,802

営業外収益   

受取利息 3,690 5,809

助成金収入 － 3,599

その他 4,361 4,842

営業外収益合計 8,051 14,251

営業外費用   

支払利息 479 132

為替差損 9,236 3,075

その他 － 340

営業外費用合計 9,716 3,548

経常利益 2,133,989 2,353,505

特別利益   

新株予約権戻入益 － 511

特別利益合計 － 511

税金等調整前四半期純利益 2,133,989 2,354,017

法人税等 920,373 867,197

少数株主損益調整前四半期純利益 1,213,616 1,486,819

四半期純利益 1,213,616 1,486,819
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,213,616 1,486,819

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 25,719 △10,844

その他の包括利益合計 25,719 △10,844

四半期包括利益 1,239,335 1,475,974

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,239,335 1,475,974

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,133,989 2,354,017

減価償却費 1,296,889 1,300,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62,899 14,504

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,377 △223,297

ポイント引当金の増減額（△は減少） △34,646 △8,178

売上債権の増減額（△は増加） 285,575 208,794

未収入金の増減額（△は増加） 112,605 △2,631

仕入債務の増減額（△は減少） △62,708 42,041

未払金の増減額（△は減少） △272,303 △527,071

前受金の増減額（△は減少） 66,125 151,269

資産除去債務の増減額（△は減少） 989 1,001

その他 83,067 209,286

小計 3,626,063 3,520,550

利息及び配当金の受取額 4,662 5,556

利息の支払額 △479 △132

法人税等の支払額 △764,284 △1,216,398

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,865,961 2,309,577

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 2,000,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △447,846 △250,877

ソフトウエアの取得による支出 △1,335,617 △1,146,193

敷金及び保証金の差入による支出 △31,797 △57,913

敷金及び保証金の回収による収入 4,591 2,192

事業譲受による支出 △19,490 －

その他 △2,271 △1,809

投資活動によるキャッシュ・フロー 167,567 △454,600

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △242,848 △488,326

その他 △35,278 △3,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,127 △491,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,974 △13,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,771,376 1,349,812

現金及び現金同等物の期首残高 5,399,344 8,448,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 8,170,720 ※ 9,798,752
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、一部の連結会社において当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額

4,500,000千円 4,500,000千円

借入実行残高 － －

差引額 4,500,000 4,500,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　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２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日

　　至　平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

給与手当 2,891,683千円 3,102,152千円

賞与引当金繰入額 496,995 535,335

貸倒引当金繰入額 41,412 131,773

 

（四半期連結キャッシュ・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連結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２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 8,170,720千円 9,298,789千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

有価証券（コマーシャルペーパー） － 499,963

現金及び現金同等物 8,170,720 9,798,752
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 243,986千円 10円00銭 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月31日

取締役会
普通株式 244,115千円 10円00銭 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月23日

定時株主総会
普通株式 489,607千円 20円00銭 平成26年３月31日 平成26年６月24日 利益剰余金

（注）当社は、平成26年２月５日開催の取締役会決議に基づき、平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。なお、株式分割は平成26年４月１日を効力発生日としておりますので、上記１株当

たり配当額については、株式分割前の株式数を基準に配当を実施しております。

 

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当第２四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 539,077千円 11円00銭 平成26年９月30日 平成26年12月４日 利益剰余金

（注）当社は、平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　　至　平成25年９月30日）

当連結グループは、飲食店販促支援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２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　　至　平成26年９月30日）

当連結グループは、飲食店販促支援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。
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（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、潜在株式調整後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２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 24円86銭 30円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,213,616 1,486,819

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） 1,213,616 1,486,819

普通株式の期中平均株式数（株） 48,811,206 48,982,348

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 24円76銭 30円22銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 206,058 223,350

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から重

要な変動があったものの概要

－ －

（注）当社は、平成26年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

これに伴い、前連結会計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金額」

及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」を算定しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ぐるなび(E05456)

四半期報告書

15/18



（重要な後発事象）

（自己株式の取得及び消却）

当社は、平成26年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき自己株式取得に係る事項、及び同法第178条の規定に基づき自己株式を消却するこ

とを決議いたしました。

 

１．自己株式の取得及び消却を行う理由

資本効率の向上と１株当たり株主価値の向上を図ることを目的とするものであります。

 

２．取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類　　　　　当社普通株式

（２）取得し得る株式の総数　　　　700,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.43％）

（３）株式の取得価額の総額　　　　10億円（上限）

（４）取得期間　　　　　　　　　　平成26年11月６日～平成26年12月30日

（５）取得方法　　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

※　取得予定の自己株式は、消却を予定しております。

 

３．消却に係る事項の内容

（１）消却する株式の種類　　　　　当社普通株式

（２）消却する株式の総数　　　　　2,668,000株

（消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する割合　5.13％）

（３）消却後の発行済株式総数　　　49,300,000株

（４）消却予定日　　　　　　　　　平成26年11月14日

（５）消却の方法　　　　　　　　　その他資本剰余金及び利益剰余金から減額

 

（ご参考）平成26年９月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く）　 49,007,012株

自己株式数　　　　　　　　　　　　2,960,988株

 

２【その他】

平成26年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し次のとおり決議いたしました。

(１) 配当金の総額………………………………………539,077千円

(２) １株当たりの金額…………………………………11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12月４日

（注）平成26年９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。

 

EDINET提出書類

株式会社ぐるなび(E05456)

四半期報告書

17/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年10月31日

株式会社ぐるなび

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 寺田　昭仁　　印

 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 塚原　克哲　　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ぐるな

びの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30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、四半期連結キャッシュ・

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、株式会社ぐるなび及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結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。
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