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（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。 

   ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

   ３．第68期及び第69期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については１株

当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ４．第68期は、決算期変更により平成23年10月１日から平成23年12月31日までの３ヶ月間となっておりますので、

四半期財務諸表は作成しておりません。このため、前第１四半期累計期間は記載しておりません。 

  

 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重要な変更はありません。 

  

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69期

第１四半期 
累計期間 

第68期

会計期間 

自平成24年
１月１日 

至平成24年 
３月31日 

自平成23年
10月１日 

至平成23年 
12月31日 

売上高（千円）  7,595,922  9,175,567

経常利益又は経常損失（△）（千円）  △213,550  352,376

四半期（当期）純損失（△）（千円）  △173,292  △59,342

持分法を適用した場合の投資利益（千円）  －  －

資本金（千円）  1,741,625  1,741,625

発行済株式総数（株）  7,033,000  7,033,000

純資産額（千円）  2,864,236  3,054,468

総資産額（千円）  14,772,557  15,020,006

１株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円） 
 △24.64  △8.44

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（％）  19.4  20.3

２【事業の内容】
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 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重要な変更はありません。 

  

     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。 

  

（1）経営成績の分析 

    当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気停滞から、復興関連需要の高まり 

    により企業の設備投資など緩やかな回復の動きが見られるものの、円高や原油価格の高騰、デフレによる影響など 

   依然として懸念要素が多く、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

    外食業界におきましては、雇用・所得環境の改善が進まず外食を控える傾向が続いており、厳しい経営環境とな 

   りました。 

    このような環境の下、当社は「お客様の感動満足」を起点とした会社の成長を目指し、「お客様目線での活 

   動」、「お客様の声に耳を傾けて活動するＶＯＣ（Voice of Customer）活動」などを実施するとともに、食に対 

   する安心・安全の追求と商品・サービスの提供価値を高めてまいりました。 

    当第１四半期累計期間における新規出店は、新鮮な魚介類を低価格で提供する海鮮酒場「魚盛」及びゴルフ場レ 

   ストランの計３店舗を新規出店する一方、不採算店舗や契約期間満了の事由により６店舗を閉店いたしましたの 

   で、当第１四半期会計期間末の店舗数は242店舗となりました。 

    当第１四半期累計期間における業績につきましては、売上面ではより一層の価値ある店舗情報を伝えるため「倶 

   楽部ダイナック（顧客会員カード）」の新規顧客の開拓や「グルメガイド」配布による販売促進活動に継続的に取り

  組むとともに、共通食材を多業態で販売するランチ営業（ジューシーサーロインステーキランチ（200ｇ 999円）） 

  などにより、売上高は7,595百万円となりました。 

  利益面では、前年に引き続き原価管理を含む店舗運営コストコントロールによる収益性の向上に努めました 

 が、ゴルフ場レストランの季節的要因の影響などもあり、経常損失は213百万円、四半期純損失は173百万円となり 

 ました。 

    当該事業の形態別概況は以下のとおりです。 

   レストラン・バーの業績の概況は、ほぼ前述のとおりであり、売上高は6,988百万円、売上総利益は582百万円と 

  なりました。 

    ケータリングは、法人需要低迷の中、積極的な営業活動などにより、売上高は197百万円、売上総利益は18百万 

  円となりました。 

     その他は、「針テラスドライブイン」の売店収入の伸張などにより、売上高は410百万円、売上総利益は48百万円 

    となりました。 

    なお、当社は前事業年度より決算日を９月30日から12月31日に変更しております。このため、前事業年度は平成 

  23年10月１日から平成23年12月31日までの３ヶ月決算となっておりますので、前年同四半期との比較は行っておりま

   せん。 

  

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】
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（2）財政状態の分析 

   当第１四半期会計期間末における総資産は14,772百万円となり、前事業年度末と比べ247百万円の減少となりま 

  した。その主な増減内容につきましては、以下のとおりです。 

      流動資産は、前事業年度末と比べ140百万円の減少となりました。これは主に売掛金が240百万円減少する一方 

     で、繰延税金資産（流動資産「その他」）が122百万円増加したことによるものです。 

    固定資産は、前事業年度末と比べ107百万円の減少となりました。これは主に建物が77百万円減少したことによ 

   るものです。 

    負債は、前事業年度末と比べ57百万円の減少となりました。これは主に買掛金が551百万円、未払費用が186百万 

     円、預り金（流動負債「その他」）が92百万円、未払法人税等が37百万円それぞれ減少する一方で、短期借入金が 

   570百万円、賞与引当金が253百万円それぞれ増加したことによるものです。 

    純資産は、前事業年度末と比べ190百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が190百万円減少したこと 

   によるものです。 

   この結果、自己資本比率は前事業年度末より0.9ポイント減少の19.4％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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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

    （注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年５月１日からこの四半期報告書提出日までに発行された株式数は

       含まれておりません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

          該当事項はありません。 

  

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。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  24,000,000

計  24,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数(株） 
（平成24年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年５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  7,033,000  7,033,000
東京証券取引所 

（市場第二部） 
単元株式数100株

計  7,033,000  7,033,000 － － 

（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】

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24年１月１日～

平成24年３月31日 
 －  7,033,000  －  1,741,625  －  965,175

（６）【大株主の状況】

2012/05/15 12:22:5912820978_第１四半期報告書_20120515122143

- 4 -



 当第１四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23年12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】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。  

  

  

  

  

（７）【議決権の状況】

  （平成24年３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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,032,700  70,327 － 

単元未満株式 普通株式        300 － － 

発行済株式総数  7,033,000 － － 

総株主の議決権 －  70,327 － 

  （平成24年３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(％) 

－ －  －  －  －  －

計 －  －  －  －  －

２【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

(1) 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) 当社は、平成23年12月22日開催の第67期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を９月30日か 

 ら12月31日に変更いたしました。これに伴い、第68期事業年度は、平成23年10月１日から平成23年12月31日までの 

 ３ヶ月間となったため、四半期財務諸表を作成しておりません。このため、前第１四半期会計期間及び前第１四半 

 期累計期間は記載しておりません。 

  

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24年１月１日から平成24 

 年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年３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は作成しておりません。 

  

第４【経理の状況】
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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23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 298,705 309,362

売掛金 1,834,737 1,594,453

商品 46,574 33,241

原材料及び貯蔵品 213,080 180,974

その他 773,481 907,434

貸倒引当金 △14,000 △13,000

流動資産合計 3,152,579 3,012,466

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,539,594 4,462,323

その他（純額） 511,410 528,390

有形固定資産合計 5,051,005 4,990,714

無形固定資産 67,929 77,201

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,894,986 5,894,600

その他 1,300,824 1,244,820

貸倒引当金 △447,318 △447,246

投資その他の資産合計 6,748,491 6,692,174

固定資産合計 11,867,426 11,760,090

資産合計 15,020,006 14,772,557

2012/05/15 12:22:5912820978_第１四半期報告書_20120515122143

- 7 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,398,957 1,847,382

短期借入金 1,400,000 1,970,000

1年内返済予定の長期借入金 1,100,000 1,100,000

未払法人税等 74,500 37,000

未払費用 1,958,332 1,771,849

賞与引当金 － 253,000

役員賞与引当金 5,000 7,000

資産除去債務 12,216 2,855

その他 596,906 473,910

流動負債合計 7,545,912 7,462,998

固定負債   

長期借入金 2,400,000 2,400,000

退職給付引当金 1,127,099 1,140,312

役員退職慰労引当金 64,736 67,567

資産除去債務 743,453 746,009

その他 84,336 91,433

固定負債合計 4,419,625 4,445,322

負債合計 11,965,538 11,908,321

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,741,625 1,741,625

資本剰余金 965,175 965,175

利益剰余金 347,747 156,873

自己株式 △99 △99

株主資本合計 3,054,447 2,863,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 662

評価・換算差額等合計 20 662

純資産合計 3,054,468 2,864,236

負債純資産合計 15,020,006 14,772,557
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 7,595,922

売上原価 6,946,124

売上総利益 649,798

販売費及び一般管理費 851,010

営業損失（△） △201,211

営業外収益  

受取利息 220

保険事務手数料 431

その他 534

営業外収益合計 1,186

営業外費用  

支払利息 12,299

その他 1,225

営業外費用合計 13,524

経常損失（△） △213,550

特別利益  

固定資産売却益 5,000

特別利益合計 5,000

特別損失  

固定資産除却損 4,514

店舗等撤退損失 14,782

特別損失合計 19,296

税引前四半期純損失（△） △227,847

法人税、住民税及び事業税 17,017

法人税等調整額 △71,572

法人税等合計 △54,555

四半期純損失（△） △173,292
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    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（のれんを除く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。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．配当に関する事項 

配当金支払額 

２．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

  

     当社は店舗及びケータリングなどによる飲食提供を主な事業としており、外食事業以外に事業の種類がないた

    め、セグメント情報については記載を省略しております。 

  

 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。 

 （注）当第１四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

【注記事項】

（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

（自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日） 

減価償却費 171,080千円 

（株主資本等関係）

   （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24年３月22日 

定時株主総会 
普通株式  17,582  2.5  平成23年12月31日  平成24年３月23日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

 
当第１四半期累計期間

（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

  １株当たり四半期純損失金額（△） 円 銭 △24 64

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円）  △173,292

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損失金額（△）（千円）  △173,292

普通株式の期中平均株式数（株）  7,032,912

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 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ダイナ

ックの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第69期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年１月１日から平成

24年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年３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、株式会社ダイナックの平成24年３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 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年５月９日

株式会社ダイナック 

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 東 誠一郎  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 池田 賢重  印 

（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。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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