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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31期

第３四半期
累計期間

第32期
第３四半期
累計期間

第31期

会計期間
自平成28年10月１日
至平成29年６月30日

自平成29年10月１日
至平成30年６月30日

自平成28年10月１日
至平成29年９月30日

売上高 （千円） 3,297,931 3,098,223 4,219,402

経常利益又は経常損失（△） （千円） 110,000 △4,812 80,290

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） 83,813 △28,618 51,883

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,000,000 1,000,000 1,000,000

発行済株式総数 （株） 14,436,600 14,436,600 14,436,600

純資産額 （千円） 1,258,815 1,162,798 1,226,811

総資産額 （千円） 1,714,368 1,753,801 1,810,437

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 5.92 △2.02 3.66

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） － － 2.5

自己資本比率 （％） 73.4 66.3 67.8

 

回次
第31期

第３四半期
会計期間

第32期
第３四半期
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又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 2.05 △3.26

　（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、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．第31期第３四半期累計期間及び第31期の潜在株式調整後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。

５．第32期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、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３四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。また、主要な関係会

社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

四半期報告書

 2/14



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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３四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・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第３四半期累計期間の売上高は3,098,223千円（前年同四半期比6.1％減）、営業損失は5,949千円（前年同四

半期は営業利益108,969千円）、経常損失は4,812千円（前年同四半期は経常利益110,000千円）、四半期純損失は

28,618千円（前年同四半期は四半期純利益83,813千円）となりました。

 

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（小売事業）

　当社は、「三代目茂蔵」のブランド力を強化・確立することで、売上高及び利益の向上を図ってまいります。

　商品につきましては、消費者にとって価値のある商品づくりを目指し、①豆腐、豆乳、おから等を使用した「茂

蔵オリジナル商品」、②それ以外の厳選された「定番商品」、③協力工場等からの「本日のお買い得品」の３つに

分類し、この中でも特に茂蔵でしか購入することのできない「茂蔵オリジナル商品」を開発・強化してまいりま

す。

　当第３四半期におきましては、「茂蔵オリジナル商品」を開発・販売することで顧客数の増加に努めました。ま

た、店舗におきましては、「三代目茂蔵」ブランドの認知度向上を推し進めることによる新規顧客の獲得と既存顧

客のリピート率向上を目的とし、豆腐専門店としての認知度をより高めるため、４店舗の既存店舗においてリ

ニューアル改装を行いました。

　これらより、１商品あたり買上単価は前年同四半期比104.6％となったことが貢献し、１店舗平均の顧客単価は

同102.4％となりました。しかしながら、「茂蔵オリジナル商品」の見直しや強化及び店舗のリニューアル改装に

よる顧客数の増加には、時間がかかると考えており、１店舗平均の顧客数は前年同四半期比92.8％となりました。

なお、出店につきましては、当社のオリジナル商品である豆腐・豆乳・おからを中心とした専門店として、既存業

態を４店舗出店しました。

　上記のことから、売上高は前年同四半期比3.5％減少しました。また、適正な在庫数を見直し、今後、使用する

見込みがないと判断した資材・包材等27,305千円を売上原価に計上したことにより、売上総利益率は同1.2ポイン

ト減少となりました。販管費につきましては、パート従業員の時給上昇などにより人件費が前年同四半期比9.8％

増となったこと等が要因となり、販管費率は前年同四半期と比較して2.6ポイント上昇し、営業利益率は前年同四

半期の6.3％から3.8ポイント減少し2.5％となりました。

　以上の結果、小売事業の売上高は2,639,326千円（前年同四半期比3.5％減）、セグメント利益（営業利益）は

65,949千円（前年同四半期比61.4％減）となりました。

 

（その他事業）

　その他事業は、小売加盟店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。

　その他事業の売上高は458,896千円（前年同四半期比18.3％減）、セグメント利益（営業利益）は30,140千円

（前年同四半期比2.7％減）となりました。
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　なお、当第３四半期累計期間の出店状況は、次のとおりであります。

（単位：店）

 
前事業年度末

店舗数
増加 減少

当第３四半期末

店舗数

小売事業 「三代目茂蔵」（直営店） 55 4 5 54

その他事業 「三代目茂蔵」（加盟店） 150 1 6 145

合計 205 5 11 199

 

（２）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して56,635千円減少し1,753,801千円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の減少19,096千円、商品の減少34,152千円等によるものであります。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末と比較して7,377千円増加し591,003千円となりま

した。主な要因は、買掛金の増加28,764千円、未払金の増加5,014千円及び未払法人税等の減少27,890千円等によ

るものであります。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して64,013千円減少し1,162,798千円と

なりました。これは四半期純損失28,618千円の計上と配当金35,394千円の支払により利益剰余金が64,013千円減少

したことによるものであります。

 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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はありません。

（４）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 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
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８月10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 14,436,600 14,436,600
東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

100株

計 14,436,600 14,436,600 ― ―

 

（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 資本金 資本準備金

増減数(株) 残高(株) 増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高(千円)

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 14,436,600 － 1,000,000 － 120,340

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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30年３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 278,800 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,156,500 141,565 －

単元未満株式 普通株式 1,300 － －

発行済株式総数  14,436,600 － －

総株主の議決権  － 141,565 －

 

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

（％）

株式会社篠崎屋
埼玉県春日部市赤沼

870番地１
278,800 － 278,800 1.93

計 － 278,800 － 278,800 1.93

 

 

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３四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年10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、監査法人アヴァンティア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。

 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

四半期報告書

 7/14



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９月30日)
当第３四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 584,365 565,268

売掛金 124,567 123,897

商品 88,154 54,001

貯蔵品 1,169 1,379

その他 41,470 50,297

貸倒引当金 △50 △50

流動資産合計 839,677 794,794

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 109,210 103,254

構築物（純額） 8,310 7,410

工具、器具及び備品（純額） 20,116 18,842

土地 562,970 562,970

その他（純額） 4,356 7,111

有形固定資産合計 704,964 699,590

無形固定資産 15,096 11,915

投資その他の資産   

敷金及び保証金 179,256 179,588

その他 71,661 68,120

貸倒引当金 △219 △208

投資その他の資産合計 250,699 247,501

固定資産合計 970,760 959,006

資産合計 1,810,437 1,753,801

負債の部   

流動負債   

買掛金 366,375 395,140

未払金 126,953 131,967

未払費用 42,204 46,000

未払法人税等 36,745 8,855

債務保証損失引当金 3,050 －

その他 7,129 7,672

流動負債合計 582,459 589,636

固定負債 1,166 1,366

負債合計 583,625 591,003

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 120,446 120,446

利益剰余金 147,109 83,096

自己株式 △40,896 △40,896

株主資本合計 1,226,660 1,162,647

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150 150

評価・換算差額等 150 150

純資産合計 1,226,811 1,162,798

負債純資産合計 1,810,437 1,753,801
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成28年10月１日
　至　平成29年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成29年10月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 3,297,931 3,098,223

売上原価 2,332,959 2,223,926

売上総利益 964,971 874,297

販売費及び一般管理費 856,002 880,247

営業利益又は営業損失（△） 108,969 △5,949

営業外収益   

受取利息 121 115

未払配当金除斥益 456 441

受取保険金 300 －

その他 231 588

営業外収益合計 1,109 1,146

営業外費用   

その他 79 9

営業外費用合計 79 9

経常利益又は経常損失（△） 110,000 △4,812

特別利益   

固定資産売却益 － 99

債務保証損失引当金戻入額 2,250 1,525

特別利益合計 2,250 1,624

特別損失   

固定資産売却損 0 －

減損損失 － 1,451

固定資産除却損 95 206

店舗閉鎖損失 1,309 8,675

特別損失合計 1,404 10,333

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 110,845 △13,521

法人税、住民税及び事業税 27,032 15,097

法人税等合計 27,032 15,097

四半期純利益又は四半期純損失（△） 83,813 △28,618
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四半期累計期間に

係る減価償却費及びその他の償却費（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３四半期累計期間

（自　平成28年10月１日
至　平成29年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年10月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費及びその他の償却費 27,088千円 25,516千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年６月30日）

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28年12月21日

定時株主総会
普通株式 14,157 1.0  平成28年９月30日  平成28年12月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成30年６月30日）

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12月20日

定時株主総会
普通株式 35,394 2.5  平成29年９月30日  平成29年12月21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　前第３四半期累計期間（自　平成28年10月１日 至　平成29年６月30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：千円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
損益計算書
計上額
（注２）

 小売事業 その他事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,735,997 561,933 3,297,931 － 3,297,931

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,735,997 561,933 3,297,931 － 3,297,931

セグメント利益 171,049 30,982 202,031 △93,061 108,969

（注）１．セグメント損益の調整額△93,061千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用でありま

す。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損益は四半期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

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年10月１日 至　平成30年６月30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：千円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
損益計算書
計上額
（注２）

 小売事業 その他事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,639,326 458,896 3,098,223 － 3,098,223

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,639,326 458,896 3,098,223 － 3,098,223

セグメント利益又は損失（△） 65,949 30,140 96,090 △102,039 △5,949

（注）１．セグメント損益の調整額△102,039千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり

ます。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損益は四半期損益計算書の営業損失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）

　「小売事業」セグメントにおいて、不採算店舗のうち今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗につい

て、1,451千円の減損損失を計上しております。

 

（のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年10月１日
至　平成29年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年10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又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
５円92銭 △２円02銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
83,813 △28,618

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又は四半期純

損失金額（△）（千円）
83,813 △28,618

普通株式の期中平均株式数（株） 14,157,800 14,157,800

（注）１．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後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。

２．当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金

額であり、また、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30年８月10日

株式会社篠崎屋

取　締　役　会　　御中

 

監査法人アヴァンティア

代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士  木　村　直　人　　印

業務執行社員  公認会計士  藤　田　憲　三　　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
る株式会社篠崎屋の平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第32期事業年度の第３四半期会計期
間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年10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、株式会社篠崎屋の平成30年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第３四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）が四半期財務諸表に添付する形で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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