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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36期

第２四半期累計期間
第37期

第２四半期累計期間
第36期

会計期間
自平成29年１月１日
至平成29年６月30日

自平成30年１月１日
至平成30年６月30日

自平成29年１月１日
至平成29年12月31日

売上高 （千円） 9,451,352 11,155,379 19,765,310

経常利益 （千円） 1,116,644 1,453,183 2,516,923

四半期（当期）純利益 （千円） 763,586 968,205 1,744,749

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,199,210 2,199,210 2,199,210

発行済株式総数 （株） 15,070,800 15,070,800 15,070,800

純資産額 （千円） 14,529,688 16,126,235 15,334,249

総資産額 （千円） 17,230,052 19,284,779 18,203,609

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 50.67 64.25 115.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 50.63 64.17 115.67

１株当たり配当額 （円） 12.00 12.00 24.00

自己資本比率 （％） 84.2 83.4 84.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,237,558 1,815,366 2,533,086

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △2,474,677 △955,199 △3,557,564

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △169,414 △186,434 △357,102

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 5,234,701 5,933,388 5,259,656

 

回次
第36期

第２四半期会計期間
第37期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.16 28.86

　（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。
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２【事業の内容】

　　当第２四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。

 

EDINET提出書類

株式会社ブロンコビリー(E03517)

四半期報告書

 3/19



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間において、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・フロー状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により、景気は穏やかな回復基

調が続いております。外食業界におきましては、中食を含めた競争環境の激化、原材料費の上昇、人手確保のため

の人件費の上昇等があり、収益改善のために商品価格の値上げを実施する企業が増加し、厳しい状況が続いており

ます。

 

　こうした状況下、当社は創業40周年を迎え、コンセプトである「ご馳走レストラン」の実現を目指し、お客様に

「心地よいひととき」を過ごしていただけるレストランとして、商品開発から接客サービスに至るまで一層の磨き

こみをかけてまいりました。

　商品面においては、ランチタイムは昨年９月にスタートしたお値打ち価格の商品を盛り込んだ「平日限定ランチ

メニュー」を継続しております。ディナータイムは付加価値のある新メニューを順次導入しました（和牛の血を引

く「和縁®牛ステーキ」、300日以上の長期穀物肥育の「炭焼きUS赤身ステーキ」、最もやわらかな希少部位「炭焼

きやわらかヒレステーキ」）。さらには、創業40周年企画商品としてご家族、ご友人等のグループで楽しんでいた

だける「ハッピーコンボセット」も商品化いたしました。

　販売促進面においては、創業40周年の感謝の気持ちを込めて、６月に「お客様大感謝祭」でトリプルキャンペー

ンを実施しました。対象商品を20％引きの特別価格でご提供するキャンペーンを６日間開催した他、ご来店いただ

きましたお客様に「ドリームスクラッチ」、「ディナータイム10％OFFクーポン」を配布し、その後の再来店の

きっかけを創出しております。

　店舗面においては、関東・関西地区を中心に店舗網を拡大し、第２四半期累計で８店舗出店し、平成30年６月30

日現在の店舗数は127店舗となり、当期15店舗の出店計画を着実に進めております。また、生産性の向上及び労務

環境の改善を図るために30分～１時間の営業時間短縮を実現し、６月１日より全店の営業時間を23時までといたし

ました。

 

　以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高111億55百万円（前年同期比18.0％増）、営業利益14億15

百万円（同30.8％増）、経常利益14億53百万円（同30.1％増）、四半期純利益９億68百万円（同26.8％増）と第２

四半期累計期間におきましては過去最高の実績となりました。
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（２）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期会計期間末の資産合計は192億84百万円（前事業年度末182億３百万円）となり10億81百万円増加い

たしました。その主な要因は、現金及び預金が６億91百万円及び新規出店等により有形固定資産が３億60百万円増

加したこと等によります。

（負債）

　当第２四半期会計期間末の負債合計は31億58百万円（前事業年度末28億69百万円）となり２億89百万円増加いた

しました。その主な要因は、未払法人税等が１億67百万円及び未払金が１億00百万円増加したこと等によります。

（純資産）

　当第２四半期会計期間末の純資産合計は161億26百万円（前事業年度末153億34百万円）となり７億91百万円増加

し、自己資本比率は83.4％（前事業年度末84.0％）となりました。その主な要因は、四半期純利益の増加と配当金

の支払いにより利益剰余金が７億87百万円増加したこと等によります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、59億33百万円（前事業

年度末52億59百万円）となり、６億73百万円増加いたしました。

　当第２四半期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、得られた資金は18億15百万円（前年同期比46.7％増）となりました。これは主に、税引前四半

期純利益を14億41百万円、減価償却費を４億40百万円計上及び未払金が２億１百万円増加した一方、法人税等を３

億５百万円支払ったこと等によります。

（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９億55百万円（前年同期比61.4％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出が８億98百万円及び差入保証金の差入による支出が23百万円あったこと等によります。なお、

前年同期比が減少した要因は、前第２四半期累計期間において、名古屋駅オフィスビル等の有形固定資産の取得に

よる支出が23億95百万円あったこと等によります。

（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１億86百万円（前年同期比10.0％増）となりました。これは主に、配当金の支

払額が１億80百万円あったこと等によります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について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

　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 22,520,000

計 22,520,000

 

 

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30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年７月24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 15,070,800 15,070,800

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数100株

計 15,070,800 15,070,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　（第３回株式報酬型新株予約権（株式報酬型ストック・オプション））

決議年月日 平成30年３月16日

新株予約権の数（個） 658

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
6,580

（新株予約権1個につき10株）（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成30年４月18日

至　平成70年４月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　3,866（注）２

資本組入額　1,933（注）２

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議によるものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．付与株式数の調整

　新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。以下同じ。）または株

式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予

約権について、次の算式により新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」とい

う。）の調整を行い、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

 

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割または併合の比率

 

　また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整

を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で株式数を調整するも

のとする。
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２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

　株式の発行価格は、新株予約権の払込金額3,865円と新株予約権の行使時の払込金額１円を合算してお

ります。また、資本組入額は以下のとおりであります。

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

　　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使で

きるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過す

る日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式

移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、会社法第236条第１

項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に

基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

　ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②　新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

　新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再

編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記（注）１に準じて決定する。

③　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各

新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額については、交付される新

株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たりの金額を１円と

する。

④　新株予約権を行使とすることができる期間

　前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期

間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　前記（注）２に準じて決定する。

⑥　新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦　新株予約権の取得に関する事項

　新株予約権者が権利行使する前に、前記（注）３の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予

約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無

償で取得することができる。

　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社

が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会（株主総会が不要

な場合は当社の取締役会）において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、

同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

 

（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。
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（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30年４月１日～

 平成30年６月30日
  － 15,070,800   － 2,199,210    － 2,109,210

 

 

（６）【大株主の状況】

  平成30年６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(％)

株式会社ストロングウィル 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目75 3,795,600 25.18

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丁目８－11 759,700 5.04

ブロンコビリー従業員持株会 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目75 447,300 2.96

竹市靖公 愛知県名古屋市北区 368,100 2.44

株式会社トーカン 愛知県名古屋市熱田区川並町４－８ 365,400 2.42

竹市克弘 愛知県名古屋市北区 339,100 2.25

竹市啓子 愛知県名古屋市北区 338,000 2.24

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丁目11番３号 280,300 1.85

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 280,000 1.85

株式会社十六銀行 岐阜県岐阜市神田町８丁目26番地 200,000 1.32

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 200,000 1.32

計 － 7,373,500 48.92

  （注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

  　　　２．平成30年６月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三菱Ｕ

ＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、カブドットコム証券株式会社並びに三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社が平成30年６月11日現在でそれぞれ次のとおり株式を所有している旨が記載されてい

るものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。

　なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 280,000 1.85

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 426,800 2.83

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 128,500 0.85

カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 22,700 0.15

三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 240,400 1.59
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６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） 普通株式　　　　800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,067,000 150,670 単元株式数100株

単元未満株式 普通株式　　　3,000 － －

発行済株式総数 15,070,800 － －

総株主の議決権 － 150,670 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６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

（％）

株式会社ブロンコビリー
愛知県名古屋市名東区

平和が丘一丁目75番地
800 － 800 0.00

計 ― 800 － 800 0.00

 

 

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２四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表

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。

 

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29年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,225,922 6,917,683

売掛金 222,273 231,751

商品及び製品 99,192 94,025

原材料及び貯蔵品 348,898 267,110

その他 240,089 302,293

流動資産合計 7,136,376 7,812,864

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,953,093 6,361,567

構築物（純額） 650,169 699,338

工具、器具及び備品（純額） 773,434 825,233

土地 1,627,348 1,627,348

その他（純額） 554,450 405,807

有形固定資産合計 9,558,496 9,919,295

無形固定資産 141,951 152,232

投資その他の資産   

差入保証金 1,027,320 1,056,067

その他 339,463 344,319

投資その他の資産合計 1,366,784 1,400,387

固定資産合計 11,067,232 11,471,915

資産合計 18,203,609 19,284,779

負債の部   

流動負債   

買掛金 581,328 501,362

短期借入金 108,036 109,718

リース債務 13,662 13,662

未払金 925,911 1,026,517

未払法人税等 375,518 543,348

賞与引当金 39,377 42,201

販売促進引当金 20,594 20,587

その他 261,925 355,711

流動負債合計 2,326,354 2,613,109

固定負債   

リース債務 197,209 190,378

資産除去債務 325,684 340,340

その他 20,110 14,715

固定負債合計 543,004 545,434

負債合計 2,869,359 3,158,543
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,199,210 2,199,210

資本剰余金 2,109,210 2,109,210

利益剰余金 10,974,110 11,761,476

自己株式 △1,052 △1,444

株主資本合計 15,281,480 16,068,453

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,587 10,334

評価・換算差額等合計 16,587 10,334

新株予約権 36,181 47,447

純資産合計 15,334,249 16,126,235

負債純資産合計 18,203,609 19,284,779
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 9,451,352 11,155,379

売上原価 2,629,245 3,027,953

売上総利益 6,822,107 8,127,425

販売費及び一般管理費 ※ 5,740,232 ※ 6,712,157

営業利益 1,081,874 1,415,267

営業外収益   

受取利息 1,599 1,519

受取配当金 1,152 1,139

受取賃貸料 13,624 20,104

受取保険金 2,650 117

協賛金収入 31,000 31,372

その他 1,069 1,960

営業外収益合計 51,095 56,213

営業外費用   

支払利息 195 198

賃貸費用 11,804 15,269

その他 4,325 2,830

営業外費用合計 16,325 18,297

経常利益 1,116,644 1,453,183

特別損失   

固定資産除売却損 4,336 7,980

減損損失 - 3,209

特別損失合計 4,336 11,190

税引前四半期純利益 1,112,307 1,441,992

法人税、住民税及び事業税 352,768 486,652

法人税等調整額 △4,047 △12,865

法人税等合計 348,721 473,786

四半期純利益 763,586 968,205
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,112,307 1,441,992

減価償却費 391,295 440,768

減損損失 - 3,209

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,287 2,823

販売促進引当金の増減額（△は減少） 86 △6

受取利息及び受取配当金 △2,751 △2,658

支払利息 195 198

固定資産除売却損益（△は益） 4,336 7,980

たな卸資産の増減額（△は増加） 149,751 86,954

売上債権の増減額（△は増加） 13,157 △9,478

長期前払費用の増減額（△は増加） 6,465 537

仕入債務の増減額（△は減少） △65,118 △79,966

未払金の増減額（△は減少） 160,048 201,958

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,897 94,173

その他 △23,579 △70,022

小計 1,696,585 2,118,465

利息及び配当金の受取額 2,751 2,658

利息の支払額 △196 △197

法人税等の支払額 △461,582 △305,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,237,558 1,815,366

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △18,051 △18,028

有形固定資産の取得による支出 △2,395,121 △898,559

有形固定資産の除却による支出 △3,578 △1,766

無形固定資産の取得による支出 △28,732 △3,514

差入保証金の差入による支出 △50,779 △23,894

差入保証金の回収による収入 76 888

建設協力金の支払による支出 - △18,000

建設協力金の回収による収入 12,514 12,259

預り保証金の返還による支出 △3,974 △4,583

預り保証金の受入による収入 12,980 -

出資金の払込による支出 △10 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,474,677 △955,199

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,400 1,682

リース債務の返済による支出 △6,231 △6,831

自己株式の取得による支出 - △392

配当金の支払額 △165,583 △180,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,414 △186,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,406,534 673,732

現金及び現金同等物の期首残高 6,641,235 5,259,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,234,701 ※ 5,933,388
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※　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２四半期累計期間
（自 平成29年１月１日

　　至 平成29年６月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成30年１月１日

　　至 平成30年６月30日）

給与手当 883,515千円 974,097千円

雑給 1,433,933 1,660,371

賞与引当金繰入額 41,142 41,474

販売促進引当金繰入額 20,599 20,587

 

 

 

（四半期キャッシュ・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２四半期累計期間

（自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日）

現金及び預金 6,182,895千円 6,917,683千円

預入期間３か月超の定期預金 △948,194 △984,295

現金及び現金同等物 5,234,701 5,933,388
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成29年１月１日　至平成29年６月30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29年１月17日

取締役会
普通株式 165,771 11 平成28年12月31日 平成29年２月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間末後とな

　　るもの

（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29年７月14日

取締役会
普通株式 180,841 12 平成29年６月30日 平成29年９月１日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成30年１月１日　至平成30年６月30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30年１月16日

取締役会
普通株式 180,840 12 平成29年12月31日 平成30年２月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間末後とな

　　るもの

（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30年７月13日

取締役会
普通株式 180,839 12 平成30年６月30日 平成30年９月３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２四半期累計期間（自平成29年１月１日 至平成29年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成30年

　　１月１日 至平成30年６月30日）

　　　当社は、飲食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、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２四半期累計期間

（自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成30年１月１日
至　平成30年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 50円67銭 64円25銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 763,586 968,205

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） 763,586 968,205

普通株式の期中平均株式数（株） 15,070,124 15,069,975

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 50円63銭 64円17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） 11,467 18,945

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、前事業年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　中間配当に関する事項

　　　平成30年７月13日開催の取締役会において、当期中間配当につき、次のとおり決議いたしました。

　　　①中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　180,839千円

　　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 12円00銭

　   ③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　 平成30年９月３日

　　　（注）平成30年６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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年７月24日

株式会社ブロンコビリー

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 山田　昌紀　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 豊田　裕一　　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ブロン

コビリーの平成30年１月１日から平成30年12月31日までの第37期事業年度の第２四半期会計期間（平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30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、四半期キャッシュ・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、株式会社ブロンコビリーの平成30年６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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