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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38期

第１四半期
累計期間

第39期
第１四半期
累計期間

第38期

会計期間

自平成26年
５月16日

至平成26年
８月15日

自平成27年
５月16日

至平成27年
８月15日

自平成26年
５月16日

至平成27年
５月15日

売上高 （百万円） 4,628 4,911 19,086

経常利益 （百万円） 269 351 1,148

四半期（当期）純利益 （百万円） 157 214 641

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 315 315 315

発行済株式総数 （千株） 2,903 2,903 2,903

純資産額 （百万円） 5,429 6,049 5,914

総資産額 （百万円） 8,690 9,918 9,342

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 54.16 73.77 220.86

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） － － 27.00

自己資本比率 （％） 62.5 61.0 63.3

(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。

 

２【事業の内容】

当第１四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１四半期累計期間において、新たに発生した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の重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末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１四半期累計期間における我が国の経済は、中国経済の減速やギリシャの債務問題があるものの、企業収益

の改善が進み、設備投資・雇用環境の着実な改善が進み、緩やかな回復基調で推移しました。

　外食業界におきましては、コンビニエンスストア等他業種との顧客獲得競争、円安に伴う原材料コストの上昇、

労働需要の逼迫に伴う人件費の上昇及び人材確保が課題になるなど、経営環境は依然として厳しい状況が続いてお

ります。

　このような状況において、当社は経営理念に掲げる「私達の『真心』を提供し、お客様の『感謝と喜び』を頂く

ことを私達の使命と致します。」に基づいた「おいしい舞台」作りのために、「飽きの来ない旬の食材」「鮮度」

「海の香り」「魚屋の精神」「番屋の雰囲気」を追求するとともに、「おいしい舞台」を完成させるために、「親

切・思いやり・誠実さ」に溢れた接客・サービスを愚直に実践し、全社一丸となってお客様に愛される店舗づくり

に邁進いたしました。

　店舗開発につきましては、当第１四半期累計期間において、杉並宮前店（平成27年６月）、武蔵小杉店（平成27

年７月）及び松戸岩瀬店（平成27年８月）を新規に出店した結果、当第１四半期会計期間末の店舗数は90店舗と

なっております。

　販売促進につきましては、銚子丸らしい高品質かつ時節の旬の食材によるイベントの継続的開催を実施し、特に

当社の主力商品である鮪におきましては魚体250kg以上の「プレミアム本鮪」や「天然インド鮪」を使用したセッ

トメニューを充実させるなどお客様の来店動機高揚に努めてまいりました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は49億11百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益は３億28

百万円（同30.5％増）、経常利益３億51百万円（同30.3％増）、四半期純利益は２億14百万円（同36.2％増）とな

り、増収増益となりました。

（注）金額に消費税等は含まれておりません。

 

（２）財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ５億76百万円増加し、99億18百万円（前事業年度

末比6.2％増）となりました。主な要因は、次のとおりであります。

　流動資産は、前事業年度末に比べ４億40百万円増加し、67億39百万円（同7.0％増）となりました。主な内訳

は、現金及び預金の増加１億49百万円、棚卸資産の増加67百万円及び預け金の増加１億70百万円であります。

　固定資産は、前事業年度末に比べ１億36百万円増加し、31億79百万円（同4.5％増）となりました。これは、店

舗増加及び既存店の改装による店舗設備の増加によるものです。

（負債・純資産）

　当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ４億40百万円増加し、38億69百万円（前事業年度

末比12.9％増）となりました。主な要因は次のとおりであります。

　流動負債は、前事業年度末に比べ４億41百万円増加し、32億63百万円（同15.7％増）となりました。主な内訳

は、買掛金の増加２億43百万円、短期借入金の増加３億30百万円によるものであります。

　固定負債は、前事業年度末に比べ１百万円減少し、６億５百万円（同0.2％減）となりました。

　純資産は、前事業年度末に比べ１億35百万円増加し、60億49百万円（同2.3％増）となりました。主な内訳は、

当第１四半期累計期間の四半期純利益２億14百万円及び第38期期末配当金の支払78百万円であります。
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（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

　　　特に記載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 10,800,000

計 10,800,000

 

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27年８月15日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年９月29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 2,903,600 2,903,600

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード)

単元株式数100株

計 2,903,600 2,903,600 － －

 

（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27年5月16日～

平成27年8月15日

 

―

 

2,903,600 ― 315,950 ― 236,829

 

（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】

①【発行済株式】

　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27年５月15日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

平成27年８月15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 　　　　300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　2,902,800 29,028 －

単元未満株式 普通株式 　　　　500 － －

発行済株式総数 2,903,600 － －

総株主の議決権 － 29,028 －

 

②【自己株式等】

平成27年８月15日現在
 

所有者の氏名または名称 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（％）

株式会社銚子丸
千葉市美浜区浜田

二丁目39番地
300 　― 300 0.01

計 ― 300 　― 300 0.01

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
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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27年５月16日から平成27

年８月15日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年５月16日から平成27年８月15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、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27年５月15日)
当第１四半期会計期間
(平成27年８月15日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,708,870 5,857,962

売掛金 54,469 96,568

原材料及び貯蔵品 224,314 291,385

その他 310,848 493,182

流動資産合計 6,298,502 6,739,098

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,072,775 1,149,013

その他（純額） 408,867 463,050

有形固定資産合計 1,481,643 1,612,063

無形固定資産 145,501 137,441

投資その他の資産   

その他 1,417,576 1,431,289

貸倒引当金 △1,078 △1,078

投資その他の資産合計 1,416,497 1,430,211

固定資産合計 3,043,642 3,179,716

資産合計 9,342,144 9,918,815

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,004,283 1,247,700

短期借入金 150,000 480,000

未払金 1,095,628 1,108,405

未払法人税等 267,362 146,189

賞与引当金 109,300 56,150

株主優待引当金 32,725 25,332

その他 161,797 199,310

流動負債合計 2,821,098 3,263,088

固定負債   

資産除去債務 192,558 198,713

その他 414,413 407,240

固定負債合計 606,972 605,954

負債合計 3,428,070 3,869,043
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年５月15日)
当第１四半期会計期間
(平成27年８月15日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,950 315,950

資本剰余金 236,829 236,829

利益剰余金 5,361,991 5,497,772

自己株式 △787 △913

株主資本合計 5,913,983 6,049,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90 133

評価・換算差額等合計 90 133

純資産合計 5,914,074 6,049,772

負債純資産合計 9,342,144 9,918,815
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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26年５月16日
　至　平成26年８月15日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年５月16日
　至　平成27年８月15日)

売上高 4,628,155 4,911,028

売上原価 1,934,795 2,043,766

売上総利益 2,693,360 2,867,261

販売費及び一般管理費 2,441,718 2,538,801

営業利益 251,641 328,460

営業外収益   

受取利息 1,141 1,102

協賛金収入 14,803 17,574

その他 3,153 5,044

営業外収益合計 19,098 23,721

営業外費用   

支払利息 999 736

現金過不足 189 398

その他 45 －

営業外費用合計 1,234 1,134

経常利益 269,505 351,048

特別損失   

固定資産除却損 － 68

特別損失合計 － 68

税引前四半期純利益 269,505 350,979

法人税等 112,258 136,810

四半期純利益 157,246 214,169
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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）

（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（無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

（自 平成26年５月16日
至 平成26年８月15日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年５月16日
至 平成27年８月15日）

減価償却費 62,740千円 64,656千円

のれんの償却額 　　　　　　　　　　　　　― 5,965千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成26年５月16日　至　平成26年８月15日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

一株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年８月７日

定時株主総会
普通株式 78,388 27.00 平成26年５月15日 平成26年８月８日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成27年５月16日　至　平成27年８月15日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

一株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年８月５日

定時株主総会
普通株式 78,388 27.00 平成27年５月15日 平成27年８月６日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

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】

当社は、寿司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は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成26年５月16日
至　平成26年８月15日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年５月16日
至　平成27年８月15日）

１株当たり四半期純利益金額 54円16銭 73円77銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 157,246 214,169

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） 157,246 214,169

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,903 2,903

（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27年９月29日

株式会社銚子丸

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 稲　垣　正　人　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙　橋　　聡　　　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銚子丸

の平成27年５月16日から平成28年５月15日までの第39期事業年度の第１四半期会計期間（平成27年５月16日から平成27年

８月15日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年５月16日から平成27年８月15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、株式会社銚子丸の平成27年８月15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おりません。
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