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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１四半期累計期間
第32期

第１四半期累計期間
第31期

会計期間
自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日

自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日

自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日

売上高 (千円) 3,326,094 3,272,967 12,959,265

経常利益 (千円) 149,402 105,795 451,887

四半期(当期)純利益 (千円) 77,307 73,074 204,894

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,838,526 1,838,526 1,838,526

発行済株式総数 (株) 18,302,000 18,302,000 18,302,000

純資産額 (千円) 3,902,352 4,062,269 4,029,939

総資産額 (千円) 6,689,705 6,752,795 6,693,019

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 5.05 4.78 13.39

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) ― ― 2.50

自己資本比率 (％) 58.3 60.2 60.2
 

(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、四半期連結累計期間等に係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。また、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。

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。

４　第31期の１株当たり配当額２円50銭には、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場上場10周年記念配当50銭を含ん

でおります。

 

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も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１四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用環境の改善に伴い緩やかな回復基調がみられた

一方、米国新政権の政策動向による日本経済への影響に対する懸念材料等があり先行不透明な状況で推移しまし

た。

　外食産業におきましては、競合他社の積極的な出店に加え、原材料価格の高騰や慢性的な人手不足による人件費

の高騰など、厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社は、一汁三菜をコンセプトに、旬の素材を使った高品質とおいしさにこだわった低価

格定食屋業態「街かど屋」を事業の柱として店舗展開を行っております。並行して、できたてメニューにこだわっ

た「ザめしや」等の既存店舗の強化と、店舗開発及び不採算店舗の撤退を進めております。

　また、各業態期間限定メニューを導入し、「ザめしや」では大粒厳選のうすいえんどう豆ごはんや中落ちカルビ

のレモン醤油焼き等の鉄皿での販売、「街かど屋」では春の親子味噌鍋定食やぶっかけ鰹たたき定食等の販売、

「めしや食堂」では春野菜カレー等の月替わりカレーの販売、「讃岐製麺」では牛しゃぶぶっかけフェアを実施

し、山芋とろろの牛しゃぶぶっかけうどん等を販売しました。

　当第１四半期累計期間の店舗展開につきましては、新規出店が１店舗、閉店が１店舗となった結果、店舗数は

122店舗となりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、既存店売上高の増加による影響で、売上高は3,272,967千円（前

年同四半期比 1.6％減）、営業利益は89,128千円（前年同四半期比 32.7％減）、経常利益は105,795千円（前年同

四半期比 29.2％減）、四半期純利益は73,074千円（前年同四半期比 5.5％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産の部）

流動資産は、現金及び預金の増加等により3,992,143千円（前事業年度末は3,928,868千円）となりました。主な

要因は、リベート等の回収による未収入金の減少によるものであります。有形固定資産は、減価償却が進んだこと

で1,398,944千円（前事業年度末は1,407,134千円）、投資その他の資産は、差入保証金の増加等により1,258,626

千円（前事業年度末は1,251,702千円）となり、資産の部合計は、6,752,795千円（前事業年度末は6,693,019千

円）となりました。

（負債の部）

流動負債は、賞与引当金の増加等により1,671,694千円（前事業年度末は1,589,858千円）となりました。固定負

債は、長期借入金の減少等により1,018,832千円（前事業年度末は1,073,221千円）となり、負債の部合計は

2,690,526千円（前事業年度末は2,663,080千円）となりました。

（純資産の部）

純資産の部合計は、利益剰余金の増加等により4,062,269千円（前事業年度末は4,029,939千円）となりました。

これにより、当第１四半期会計期間末の自己資本比率は60.2％（前事業年度末は60.2％）となりました。

 

(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、当社の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

該当事項はありません。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因

当第１四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに生じた課題

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 24,000,000

計 24,000,000
 

(注)　平成29年５月25日開催の第31期定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する旨、及び

株式併合の効力発生日である平成29年９月１日をもって、発行可能株式総数を24,000,000株から4,800,000株に

変更する定款変更を行う旨承認可決されました。

 

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29年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年７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 18,302,000 18,302,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数
1,000株

計 18,302,000 18,302,000 ― ―
 

(注)　平成29年５月25日開催の第31期定時株主総会において、株式併合の効力発生日である平成29年９月１日をもっ

て、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。

 

(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29年３月１日～
平成29年５月31日

─ 18,302,000 ─ 1,838,526 ─ 1,537,526
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(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。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年５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)
(自己保有株式)
 普通株式　　　3,004,000

1,000 （注)１

完全議決権株式(その他) 普通株式　　 15,297,000 15,297 同上

単元未満株式 普通株式　　　　 1,000 ― （注)２

発行済株式総数
普通株式　
　

18,302,000 ― ―

総株主の議決権 ― 16,297 ―
 

(注) １ 当社所有の自己株式が2,004,000株及び資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株

式が1,000,000株含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式284株が含まれております。

３　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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29年２月28日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

平成29年５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(％)

(自己保有株式)
株式会社ライフフーズ

大阪府吹田市江坂町
１丁目13－41

2,004,000 1,000,000 3,004,000 16.41

計 ― 2,004,000 1,000,000 3,004,000 16.41
 

(注)　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の
信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行
株式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目8-12

 

 

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１四半期会計期間(平成29年３月１日から平成29年

５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年３月１日から平成29年５月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツ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２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,445,492 3,531,022

  売掛金 10,071 11,044

  商品 285 231

  原材料及び貯蔵品 50,405 51,586

  繰延税金資産 85,838 113,095

  その他 336,775 285,162

  流動資産合計 3,928,868 3,992,143

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※１  1,239,585 ※１  1,234,425

   その他 ※１  167,549 ※１  164,518

   有形固定資産合計 1,407,134 1,398,944

  無形固定資産 105,314 103,081

  投資その他の資産   

   差入保証金 904,841 908,872

   繰延税金資産 239,494 238,263

   その他 107,877 112,000

   貸倒引当金 △510 △510

   投資その他の資産合計 1,251,702 1,258,626

  固定資産合計 2,764,151 2,760,652

 資産合計 6,693,019 6,752,795

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 351,778 397,052

  1年内返済予定の長期借入金 104,731 104,733

  未払法人税等 104,074 81,009

  賞与引当金 117,520 178,675

  その他 911,753 910,222

  流動負債合計 1,589,858 1,671,694

 固定負債   

  長期借入金 272,994 246,810

  長期預り保証金 95,607 99,019

  退職給付引当金 417,533 427,462

  役員退職慰労引当金 86,331 48,516

  その他の引当金 2,922 2,532

  その他 197,832 194,492

  固定負債合計 1,073,221 1,018,832

 負債合計 2,663,080 2,690,526
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成29年５月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,838,526 1,838,526

  資本剰余金 1,537,526 1,537,526

  利益剰余金 810,000 842,330

  自己株式 △156,114 △156,114

  株主資本合計 4,029,939 4,062,269

 純資産合計 4,029,939 4,062,269

負債純資産合計 6,693,019 6,752,795
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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28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 ※１  3,326,094 ※１  3,272,967

売上原価 1,060,115 1,060,792

売上総利益 2,265,979 2,212,175

販売費及び一般管理費 ※２  2,133,567 ※２  2,123,047

営業利益 132,411 89,128

営業外収益   

 受取利息 1,294 915

 受取家賃 41,983 39,996

 その他 14,816 15,265

 営業外収益合計 58,094 56,177

営業外費用   

 支払利息 1,072 947

 賃貸収入原価 39,396 38,179

 その他 634 383

 営業外費用合計 41,103 39,510

経常利益 149,402 105,795

特別損失   

 有形固定資産除却損 79 907

 特別損失合計 79 907

税引前四半期純利益 149,322 104,887

法人税等 72,015 31,813

四半期純利益 77,307 73,074
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【注記事項】

　 （追加情報）

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期会計期間から適用しております。
 

 

 
(四半期貸借対照表関係)

 

※１ 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額

 

 
前事業年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成29年５月31日)

建物 33,368千円 33,368千円

その他 5,626千円 5,626千円
 

 

 
(四半期損益計算書関係)

 

※１ 当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が第１及び第２四半期会計期間に多くなることにより、第３及び第４四半

期会計期間に比べ高くなる季節的変動があり、営業利益以下においても第１及び第２四半期会計期間に偏る傾向があ

ります。

 
※２ 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１四半期累計期間
(自　平成28年３月１日
 至　平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年３月１日
 至　平成29年５月31日)

給与手当 248,133千円 251,459千円

賃金 748,781 738,833 

賞与引当金繰入額 79,152 61,155 

退職給付費用 27,643 28,818 

役員退職慰労引当金繰入額 1,383 1,554 

賃借料 398,012 390,982 
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ライフフーズ(E03490)

四半期報告書

11/15



 

(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。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日)

減価償却費 39,986千円 42,323千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31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28年５月26日
定時株主総会

普通株式 40,744 2.50 平成28年２月29日 平成28年５月27日 利益剰余金
 

(注) １　配当金の総額には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託

Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金2,500千円が含まれております。

２　１株当たり配当額２円50銭には、創業30周年記念配当50銭を含んでおります。

 

２．基準日が当第１四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１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31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５月25日
定時株主総会

普通株式 40,744 2.50 平成29年２月28日 平成29年５月26日 利益剰余金
 

(注) １　配当金の総額には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託

Ｅ口）が保有する自社の株式に対する配当金2,500千円が含まれております。

２　１株当たり配当額２円50銭には、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場上場10周年記念配当50銭を含んでおりま

す。

 

２．基準日が当第１四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１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

当社は、外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。

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31日)

当社は、外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は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 5円05銭 4円78銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 77,307 73,074

   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) 77,307 73,074

   普通株式の期中平均株式数(千株) 15,297 15,297
 

(注) １　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　１株当たり四半期純利益金額を算定するための普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除

する自己株式に、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めております。

 

(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29年７月７日

株式会社ライフフーズ

取締役会　御中

 有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　川  合     弘  泰   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　井  上     嘉  之   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ライフ

フーズの平成29年３月１日から平成30年２月28日までの第32期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年３月１日から平

成29年５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年３月１日から平成29年５月31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、株式会社ライフフーズの平成29年５月31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いません。
 

EDINET提出書類

株式会社ライフフーズ(E03490)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第１四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

