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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52期

第１四半期連結
累計期間

第53期
第１四半期連結

累計期間
第52期

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成27年
　３月31日

売上高 （百万円） 1,787 1,902 7,233

経常利益 （百万円） 127 111 330

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 74 63 247

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 75 72 256

純資産額 （百万円） 5,156 5,349 5,337

総資産額 （百万円） 6,211 6,423 6,681

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 12.32 10.53 40.93

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 12.16 10.34 40.29

自己資本比率 （％） 82.4 82.7 79.4

　（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、消費税等は含んでおりません。

３.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当第１四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１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等の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重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融緩和により、景気は緩やかな回復

基調で推移いたしました。

一方で、円安や消費税増税による物価上昇等の影響から実質賃金が伸び悩むなど、依然として先行き不透明な状

況となっております。

当社グループが属する喫茶業界におきましては、原材料価格の高騰や人件費の上昇に加え、出店立地の選択にお

いて、競合各社による競争も激化しており、依然として厳しい経営環境が続くものと思われます。

このような状況の中、当社グループは平成27年4月ミヤマ珈琲グランエミオ大泉学園店及び新宿西口一丁目店

を、6月横浜西口北幸店を新規オープンいたしましたので、店舗数は119店舗（内1店舗はFC)となりました。

今後も、更にお客様に求められる価値観を提供し続けることが出来るよう、より高品質の商品やホスピタリティ

あふれるサービスの提供に努めてまいります。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,902百万円(前年同期比114百万円増)、営業利益は100百万円

(前年同期比18百万円減)、経常利益は111百万円(前年同期比16百万円減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

63百万円(前年同期比10百万円減)となりました。

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、6,423百万円となり前連結会計年度末に比べ257百万円の減少となりま

した。これは主に、有形固定資産が46百万円増加したものの、現金及び預金が180百万円、投資その他の資産が160

百万円減少したこと等によるものであります。

負債は1,074百万円となり前連結会計年度末に比べ269百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等が

92百万円、賞与引当金が60百万円、その他流動負債が90百万円減少したこと等によるものであります。

また、純資産は5,349百万円となり前連結会計年度末に比べ11百万円の増加となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が8百万円増加したこと等によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は82.7％(前連結会計年度末は79.4％)となりました。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

(3)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 20,000,000

計 20,000,000

 

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６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成27年８月13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 6,252,004 6,252,004

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード)

単元株式数

100株

計 6,252,004 6,252,004 － －

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年８月１日からこの四半期報告書提出日までの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27年４月1日
　～

平成27年６月30日
－ 6,252,004 － 771,682 － 1,062,078

 

（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】

平成27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 203,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,048,000 60,480 －

単元未満株式 普通株式 504 － －

発行済株式総数 6,252,004 － －

総株主の議決権 － 60,480 －

（注）「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。

②【自己株式等】

平成27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（％）

㈱銀座ルノアール
東京都中野区中央

4丁目60番3号
203,500 － 203,500 3.3

計 － 203,500 － 203,500 3.3

（注）当第１四半期会計期間末の自己株式数は、203,526株であります。

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１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,983,200 1,802,891

売掛金 20,151 19,822

有価証券 501 12,234

商品 29,683 31,523

繰延税金資産 71,859 71,859

その他 167,233 185,048

流動資産合計 2,272,629 2,123,379

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,475,626 3,582,343

減価償却累計額 △2,328,572 △2,351,397

建物（純額） 1,147,054 1,230,946

工具、器具及び備品 368,746 374,515

減価償却累計額 △291,141 △289,525

工具、器具及び備品（純額） 77,604 84,989

土地 518,173 518,173

リース資産 235,272 235,272

減価償却累計額 △49,775 △61,539

リース資産（純額） 185,496 173,732

その他 2,454 2,454

減価償却累計額 △1,521 △1,614

その他（純額） 932 839

建設仮勘定 32,623 －

有形固定資産合計 1,961,884 2,008,682

無形固定資産   

商標権 3,122 2,602

ソフトウエア 10,525 16,563

無形固定資産合計 13,648 19,166

投資その他の資産   

投資有価証券 176,359 79,674

長期貸付金 85,085 84,083

敷金及び保証金 1,925,443 1,861,594

繰延税金資産 100,066 98,119

その他 146,641 149,209

投資その他の資産合計 2,433,595 2,272,681

固定資産合計 4,409,128 4,300,529

資産合計 6,681,758 6,423,909
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,845 91,695

短期借入金 80,000 80,000

リース債務 48,606 49,368

未払法人税等 145,146 52,870

賞与引当金 88,870 27,960

株主優待引当金 21,640 16,000

その他 446,403 355,599

流動負債合計 920,512 673,494

固定負債   

リース債務 146,476 133,382

役員退職慰労引当金 111,265 110,124

退職給付に係る負債 120,398 122,942

その他 45,239 34,239

固定負債合計 423,380 400,689

負債合計 1,343,893 1,074,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,063,984 1,063,984

利益剰余金 3,524,030 3,527,224

自己株式 △86,269 △86,269

株主資本合計 5,273,426 5,276,621

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,199 37,472

その他の包括利益累計額合計 29,199 37,472

非支配株主持分 35,238 35,631

純資産合計 5,337,865 5,349,725

負債純資産合計 6,681,758 6,423,909
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 1,787,836 1,902,452

売上原価 230,940 246,557

売上総利益 1,556,895 1,655,895

販売費及び一般管理費 1,438,092 1,555,462

営業利益 118,803 100,432

営業外収益   

受取利息 893 873

受取配当金 730 898

受取家賃 15,017 7,092

投資有価証券償還益 － 5,330

その他 3,892 3,399

営業外収益合計 20,533 17,593

営業外費用   

支払利息 137 145

不動産賃貸費用 6,760 1,129

撤去費用 － 1,599

投資有価証券評価損 2,690 －

賃貸借契約解約損 － 3,000

その他 2,069 1,028

営業外費用合計 11,657 6,902

経常利益 127,679 111,123

特別利益   

受取補償金 13,064 －

特別利益合計 13,064 －

特別損失   

固定資産廃棄損 390 455

特別損失合計 390 455

税金等調整前四半期純利益 140,353 110,668

法人税等 66,288 46,596

四半期純利益 74,064 64,071

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△437 392

親会社株主に帰属する四半期純利益 74,501 63,679
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 74,064 64,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 946 8,272

その他の包括利益合計 946 8,272

四半期包括利益 75,011 72,344

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 75,448 71,952

非支配株主に係る四半期包括利益 △437 392
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項(4)、連結会計基準第44-５項(4)及び事業

分離等会計基準第57-４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

（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、当第１四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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結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）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

減価償却費
 

60,278千円
 

 
68,508千円

 
 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 48,388 8 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 60,484 10 平成27年３月31日 平成27年６月29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１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成27年４月１日　至平成27年６月30日）

当社グループは、喫茶等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１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 12円32銭 10円53銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
74,501 63,679

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
74,501 63,679

普通株式の期中平均株式数（株） 6,048,500 6,048,478

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 12円16銭 10円34銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） 80,313 107,354

（うち新株予約権） (80,313) (107,354)

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

─────

 

（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８月13日

株式会社銀座ルノアール

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 鈴木　　聡　　 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北本　佳永子　 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銀座ル

ノアールの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日か

ら平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６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、株式会社銀座ルノアール及び連結子会社の平成27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１四半期連結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いません。
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