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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８期

第２四半期連結
累計期間

第９期
第２四半期連結

累計期間
第８期

会計期間

自平成26年
　３月１日
至平成26年
　８月31日

自平成27年
　３月１日
至平成27年
　８月31日

自平成26年
　３月１日
至平成27年
　２月28日

売上高 （百万円） 60,747 63,109 120,020

経常利益 （百万円） 5,587 5,248 10,085

四半期（当期）純利益 （百万円） 3,371 3,076 5,219

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,325 2,898 5,729

純資産額 （百万円） 90,900 95,035 92,433

総資産額 （百万円） 114,229 119,470 116,504

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 69.95 63.84 108.32

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 （％） 79.5 79.5 79.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 4,354 4,580 10,431

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △4,660 △3,622 △6,567

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,762 △912 △2,704

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 29,918 33,208 33,158

 

 

回次
第８期

第２四半期連結
会計期間

第９期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
６月１日

至平成26年
８月31日

自平成27年
６月１日

至平成27年
８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 33.63 30.43

　（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。
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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（平成27年3月1日～同年8月31日）におけるわが国の経済は、政府・日銀による経済対策

や金融政策の効果から雇用情勢の改善をはじめとした緩やかな景気回復基調で推移しております。一方で、個人消費

の減少に歯止めがかかりつつあるものの、円安がもたらす原材料や輸入品価格への影響から物価上昇圧力への懸念が

高まり、消費全般の基調は引き続き楽観視できない状況で推移しました。

　外食業界におきましても、円安の影響による輸入品価格の実質的な値上がりや原材料価格、物流費の上昇などによ

り、国内景気を下押しするリスクが存在することから、景気の先行きには依然不透明な状況が続いております。また

人手不足に伴う人件費の高まりなども加わり、経営環境は厳しい状況が継続しております。

　このような状況のもとで、当社グループは、「外食業界におけるエクセレント・リーディングカンパニー」の地位

確立を目指し、立地を厳選してグループ全体で58店舗（直営店44店舗、加盟店14店舗）を新規出店しました。

　既存事業においては、積極的な新メニュー開発や新規業態の立ち上げ、顧客の嗜好にあわせグループ全体で5店舗の

業態変更をしたほか、業務の効率化を推進するとともに、ブランド価値の向上を目指した改装を継続して推進するな

ど、事業基盤の強化に努めました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高631億９百万円（前年同期比3.9％増）の増収とな

りましたが、円安の影響を受けた原材料価格の高騰による粗利の減少や計画を上回る新規出店などによる人件費や販

売管理費の増加により営業利益は51億92百万円（前年同期比3.9％減）、経常利益52億48百万円（前年同期比6.1％

減）、四半期純利益30億76百万円（前年同期比8.7％減）となりました。

 

　各セグメントの概況は次のとおりであります。

（日本レストランシステムグループ）

　日本レストランシステムグループでは、洋麺屋五右衛門を中心とした既存事業のブラッシュアップに注力するとと

もに、「星乃珈琲店」を積極的に展開しました。「星乃珈琲店」では、三河安城、アミュプラザ小倉など地方の主要

都市に洋麺屋五右衛門との2店舗併設店を新規出店するなど、お客様のご要望にお応えできるよう、店舗網の拡大に努

めました。

　また、新たな展開としては、エアロプレス（空気の力を利用し、短時間で抽出する方法）を特徴としたスペシャリ

ティーコーヒーとノルウェーサーモン、デンマークチーズ、リンゴンベリーなどこだわりの北欧の食材を使用したサ

ンドイッチ、デニッシュ、ケーキも豊富に取り揃えた「OSLO COFFEE」の多店舗化を図るなど、新規出店の拡大に注力

致しました。

　以上の結果、日本レストランシステムグループにおける売上高は199億９百万円（前年同期比6.8％増）、セグメン

ト利益は24億97百万円（前年同期比6.0％減）となりました。
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（ドトールコーヒーグループ）

　ドトールコーヒーグループの小売事業及びフランチャイズ事業においては、季節に合わせた魅力ある商品作りを継

続するとともに、ティータイムにおける新たなセットメニュー（シューシャポー）の導入やシングルオリジンの高単

価なスペシャリティーコーヒーの販売を実施するなど既存事業の強化と美味しさの追求に努めました。また、ENJOY！

COFFEEフェアでは焙煎業者ならではの品質の高いコーヒー豆を訴求し、お客様のご支持を頂くなど、ブランド力の強

化に努めました。さらに、デザイン性の高い店舗の新規出店や既存店の改装を継続するなど積極的な展開を図りまし

た。

　卸売事業においては、ドリップコーヒーやコーヒー原料などの販路および取引先の拡大、またコンビニエンス・ス

トアを中心にチルド飲料など定番商品と新商品の継続的な投入に注力したほか、他企業とのコラボレーションなど新

たな商品の開発・販売をはじめるなど、これまで以上の業容拡大に努め、売上伸長を図りました。

　以上の結果、ドトールコーヒーグループにおける売上高は392億91百万円（前年同期比2.7％増）、セグメント利益

は25億35百万円（前年同期比4.5％減）となりました。

 

（その他）

　報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食事業に係る小売及び卸売りに

関する事業となります。売上高は39億８百万円（前年同期比1.7％増）、セグメント利益は２億22百万円（前年同期比

87.7％増）となりました。

 

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、夏場に向けた営業の拡大に伴う売掛金の増加や、新規出店及び店

舗改装における固定資産の増加等により1,194億70百万円と前連結会計年度末と比べ29億66百万円の増加となりまし

た。負債は、買掛金の増加等により244億34百万円と前連結会計年度末と比べ３億63百万円の増加となりました。純

資産は、剰余金の増加等により950億35百万円となり前連結会計年度末と比べ26億２百万円の増加となりました。

 

(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の残高は、前連結会計年度末と比べ49百万円増加し、

332億８百万円となりました。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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が52億81百万円となったことや、売上債権及び

仕入債務の増加等により、45億80百万円の収入（前年同期は43億54百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店や店舗改装等の有形固定資産の取得による支出34億70百万円や敷

金保証金の差入による支出４億27百万円等により、36億22百万円の支出（前年同期は46億60百万円の支出）となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額６億74百万円等により９億12百万円の支出（前年同期は17

億62百万円の支出）となりました。

(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　特記事項はありません。
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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 200,000,000

計 200,000,000

 

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27年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年10月14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 50,609,761 50,609,761
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 50,609,761 50,609,761 － －

 

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年６月１日～

平成27年８月31日
－ 50,609,761 － 1,000 － 1,000
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（６）【大株主の状況】

  平成27年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大林　豁史 東京都世田谷区 6,753 13.34

株式会社　マダム・ヒロ 東京都世田谷区奥沢５－31－８ 3,728 7.37

鳥羽　博道 東京都大田区 2,430 4.80

株式会社バードフェザーリン
ク

東京都世田谷区等々力２－27－２ 2,300 4.54

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 1,711 3.38

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２－２－１ 1,320 2.61

山内　実 東京都品川区 925 1.83

鳥羽　豊 東京都世田谷区 832 1.64

STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY（常任代理
人　香港上海銀行東京支店　
カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOST ON MA USA
02111（常任代理人　中央区日本橋3-11-1）

805 1.59

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１－８－11 735 1.45

計 － 21,540 42.56

（注）１．上記信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。

　　　２．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第３位を四捨五入しております。

     ３．当社は2,419千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.78％）を保有しておりますが、当該自己株式

　　　　　には議決権がないため、上記の大株主から除いております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（平成27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） 普通株式 2,419,600 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,120,700 481,207 ―

単元未満株式 普通株式 69,461 ― ―

発行済株式総数 50,609,761 ― ―

総株主の議決権 ― 481,207 ―

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株含まれております。

②【自己株式等】

（平成27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（％）

㈱ドトール・日レス

ホールディングス

東京都渋谷区猿楽町

10番11号
2,419,600 ― 2,419,600 4.78

計 ― 2,419,600 ― 2,419,600 4.78

 

 

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２四半期連結会計期間（平成27年６月１日から平

成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27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 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。

 

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

四半期報告書

 8/21



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,158 33,208

受取手形及び売掛金 7,483 8,554

商品及び製品 1,643 1,800

仕掛品 93 107

原材料及び貯蔵品 1,204 1,117

繰延税金資産 701 690

その他 2,666 2,985

貸倒引当金 △26 △56

流動資産合計 46,925 48,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,932 21,211

機械装置及び運搬具（純額） 745 803

土地 15,396 15,396

リース資産（純額） 3,307 3,847

その他（純額） 1,839 1,995

有形固定資産合計 41,222 43,254

無形固定資産 915 1,336

投資その他の資産   

投資有価証券 4,038 3,434

繰延税金資産 1,447 1,259

敷金及び保証金 ※１ 20,705 ※１ 20,659

その他 ※１ 1,250 ※１ 1,119

投資その他の資産合計 27,441 26,472

固定資産合計 69,579 71,063

資産合計 116,504 119,470
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,865 7,437

短期借入金 570 570

未払法人税等 2,291 2,173

賞与引当金 1,031 1,148

役員賞与引当金 58 34

株主優待引当金 85 -

その他 6,526 6,823

流動負債合計 17,428 18,188

固定負債   

リース債務 964 1,050

退職給付に係る負債 2,433 1,927

資産除去債務 932 961

その他 2,311 2,306

固定負債合計 6,642 6,246

負債合計 24,071 24,434

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 25,858 25,858

利益剰余金 67,359 70,142

自己株式 △2,786 △2,786

株主資本合計 91,431 94,214

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 822 700

繰延ヘッジ損益 254 148

為替換算調整勘定 36 77

退職給付に係る調整累計額 △196 △191

その他の包括利益累計額合計 916 735

少数株主持分 84 86

純資産合計 92,433 95,035

負債純資産合計 116,504 119,470
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

売上高 60,747 63,109

売上原価 24,071 25,316

売上総利益 36,675 37,793

販売費及び一般管理費 ※ 31,270 ※ 32,600

営業利益 5,405 5,192

営業外収益   

受取利息 63 24

受取配当金 28 26

為替差益 46 -

不動産賃貸料 29 35

持分法による投資利益 - 0

その他 47 42

営業外収益合計 216 129

営業外費用   

支払利息 7 6

為替差損 - 39

不動産賃貸費用 20 22

持分法による投資損失 0 -

その他 6 5

営業外費用合計 34 73

経常利益 5,587 5,248

特別利益   

投資有価証券売却益 - 50

固定資産売却益 1 9

退店補償金収入 277 211

その他 0 -

特別利益合計 279 271

特別損失   

固定資産除却損 31 31

減損損失 162 206

その他 23 -

特別損失合計 216 238

税金等調整前四半期純利益 5,649 5,281

法人税等 2,306 2,200

少数株主損益調整前四半期純利益 3,343 3,080

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 4

四半期純利益 3,371 3,076
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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：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,343 3,080

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 188 △122

繰延ヘッジ損益 △139 △105

為替換算調整勘定 △66 41

退職給付に係る調整額 - 5

その他の包括利益合計 △17 △181

四半期包括利益 3,325 2,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,356 2,895

少数株主に係る四半期包括利益 △30 3
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31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 5,649 5,281

減価償却費 1,827 1,875

のれん償却額 22 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 －

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) － 93

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 72 116

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △23

固定資産除却損 31 31

固定資産売却損益（△は益） △1 △9

減損損失 162 206

投資有価証券売却損益（△は益） － △50

持分法による投資損益（△は益） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △92 △51

支払利息 7 6

為替差損益（△は益） △45 30

売上債権の増減額（△は増加） △2,694 △1,069

たな卸資産の増減額（△は増加） △464 △82

仕入債務の増減額（△は減少） 1,462 703

その他 878 △681

小計 6,817 6,421

利息及び配当金の受取額 72 34

利息の支払額 △7 △6

法人税等の支払額 △2,529 △1,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,354 4,580

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 419

有形固定資産の取得による支出 △4,358 △3,470

有形固定資産の売却による収入 1 10

無形固定資産の取得による支出 △48 △266

敷金及び保証金の差入による支出 △527 △427

敷金及び保証金の回収による収入 357 282

その他 △84 △170

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,660 △3,622

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △850 -

リース債務の返済による支出 △284 △234

配当金の支払額 △627 △674

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,762 △912

現金及び現金同等物に係る換算差額 37 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,031 49

現金及び現金同等物の期首残高 31,950 33,158

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 29,918 ※ 33,208
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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27年３月26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するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残

存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の見込支払日までの年数ごとに設定された複数の割引率

へ変更しております。

　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２四半

期連結累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２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が576百万円減少、利益剰余金が382百万円増

加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

は軽微であります。

 

(追加情報)

　　　（法人税率の変更等による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法

人税率等が変更されることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年３月１日に開始

する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6％から33.1％に、平成29年３月１日以降に開始

する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3％に変更されております。

　なお、この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の額を控除した金額）が93百万円減少するとと

もに、法人税等調整額が114百万円増加しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　直接控除している貸倒引当金

 
前連結会計年度

（平成27年２月28日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年８月31日）

敷金及び保証金 27百万円 27百万円

投資その他の資産「その他」 26 25

 

　２　保証債務

 金融機関借入保証

前連結会計年度
（平成27年２月28日）

当第２四半期連結会計期間
（平成27年８月31日）

株式会社サンブリッジ 4百万円 株式会社サンブリッジ 2百万円

株式会社トレスアルボレス 4 株式会社トレスアルボレス 3

合計 8 合計 5

 

（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26年３月１日

　　至 平成26年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日

　　至 平成27年８月31日）

給与手当 10,239百万円 10,747百万円

賞与引当金繰入額 1,024 1,030

退職給付費用 326 330

賃借料 6,688 7,198

減価償却費 1,599 1,672

水道光熱費 1,703 1,701

支払手数料 1,425 1,501

配送費 2,650 2,546

 

（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

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年８月31日）

現金及び預金勘定 29,918百万円 33,208百万円

現金及び現金同等物 29,918 33,208
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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26年３月１日　至　平成26年８月31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
（百万円）

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28日

定時株主総会
普通株式 626 13.00  平成26年２月28日  平成26年５月29日 利益剰余金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

　後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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10月15日

取締役会
普通株式 674 14.00  平成26年８月31日  平成26年11月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31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
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月27日

定時株主総会
普通株式 674 14.00  平成27年２月28日  平成27年５月28日 利益剰余金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

　後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月14日

取締役会
普通株式 674 14.00  平成27年８月31日  平成27年11月２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】

Ⅰ　報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社を持株会社とする当社グループは、２つの中核事業会社を基礎としたセグメントから構成されており、「日

本レストランシステムグループ」、「ドトールコーヒーグループ」を主な事業セグメントとしております。

　「日本レストランシステムグループ」は、主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、食材の仕

入、製造及び販売までを事業活動としております。

　「ドトールコーヒーグループ」は、主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をし

ており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗における販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティ等

の収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売を事業活動として展開しております。

 

Ⅱ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
日本レストラン

システムグループ

ドトールコーヒー

グループ
計

売上高        

外部顧客への売上高 18,648 38,256 56,904 3,842 60,747 － 60,747

セグメント間の内部

売上高又は振替高
653 288 942 1,502 2,444 △2,444 －

計 19,302 38,544 57,846 5,345 63,191 △2,444 60,747

セグメント利益又は損失

（△）
2,655 2,654 5,309 118 5,428 △22 5,405

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

         係る小売及び卸売りに関する事業となります。

     ２．セグメント利益又は損失の調整額△22百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

         不能営業費用398百万円及びセグメント間取引消去398百万円が含まれております。

     ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   （固定資産に係る重要な減損損失）

 「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定し

ている事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で51百万円、「ドトールコーヒー

グループ」で109百万円、「その他」で１百万円であります。

EDINET提出書類

株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)

四半期報告書

17/21



Ⅲ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
日本レストラン

システムグループ

ドトールコーヒー

グループ
計

売上高        

外部顧客への売上高 19,909 39,291 59,201 3,908 63,109 － 63,109

セグメント間の内部

売上高又は振替高
683 368 1,052 2,011 3,063 △3,063 －

計 20,592 39,660 60,253 5,920 66,173 △3,063 63,109

セグメント利益又は損失

（△）
2,497 2,535 5,032 222 5,255 △62 5,192

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

         係る小売及び卸売りに関する事業となります。

     ２．セグメント利益又は損失の調整額△62百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

         不能営業費用428百万円及びセグメント間取引消去380百万円が含まれております。

     ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

   （固定資産に係る重要な減損損失）

 「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定し

ている事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で50百万円、「ドトールコーヒー

グループ」で151百万円、「その他」で５百万円であります。
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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２四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日）

　　１株当たり四半期純利益金額 69円95銭 63円84銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 3,371 3,076

普通株主に帰属しない金額（百万

円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益金額

（百万円）
3,371 3,076

普通株式の期中平均株式数（千

株）
48,190 48,190

　（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27年10月14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。

(イ)配当金の総額…………………………………………674百万円

(ロ)１株当たりの金額……………………………………14円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成27年11月２日

（注）平成27年８月31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27年10月14日

株式会社ドトール・日レスホールディングス

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 轟　　芳英　　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐藤　義仁　　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 神宮　厚彦　　　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ドトー

ル・日レスホールディングスの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成27年６月１日から平成27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27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、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、株式会社ドトール・日レスホールディングス及び連結子会社の平成27

年８月31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いません。
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