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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39期

第１四半期
累計期間

第40期
第１四半期
累計期間

第39期

会計期間

自2016年
４月１日
至2016年
６月30日

自2017年
４月１日
至2017年
６月30日

自2016年
４月１日
至2017年
３月31日

売上高 （千円） 13,715,968 14,289,375 58,532,882

経常利益 （千円） 379,767 191,425 2,481,189

四半期（当期）純利益 （千円） 206,406 77,910 1,450,387

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 3,198,904 3,198,904 3,198,904

発行済株式総数 （株） 17,268,273 17,268,273 17,268,273

純資産額 （千円） 22,999,888 23,914,444 24,040,202

総資産額 （千円） 28,444,334 29,353,349 30,201,934

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 12.16 4.59 85.46

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） － － 24.00

自己資本比率 （％） 80.9 81.5 79.6

　（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、消費税等は含んでおりません。

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。

 

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。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（2017年４月１日から2017年６月30日まで）におけるわが国経済は、企業収益や雇用

環境の改善などを背景として緩やかな景気回復基調で推移いたしましたが、一方で米国経済の動向やアジア新

興国・欧州経済の動向など、世界経済の不確実性の高まりにより、先行き不透明な状況が続きました。

　外食産業におきましては、個人消費に持ち直しがみられるものの、労働需給はタイトな状況が続いており、

厳しい経営環境となりました。

　このような状況のもと当社は、安全でおいしい「食」の提供と質の高いサービスを通じてお客様に豊かさと

幸せを提供することに全力で取り組んでまいりました。

　当第１四半期会計期間末の店舗数につきましては、２店舗の出店（直営）を行った結果、586店舗（直営508

店舗、ライセンシー78店舗）と前期末比２店舗の純増となりました。

　売上高につきましては、イタリア直輸入の食材を使用したフェアを行うなど、春メニューのブラッシュアッ

プを行なった結果、既存店売上高前年比は101.4％と、前年同期を上回りました。

　利益面につきましては、食材原価や店舗従業員のアルバイト時給単価の上昇により、前年同期比で減益とな

りました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高142億89百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益１億

70百万円（同52.2％減）、経常利益１億91百万円（同49.6％減）、四半期純利益77百万円（同62.3％減）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。

 

 （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 46,100,000

計 46,100,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2017年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2017年８月７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 17,268,273 17,268,273
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数

100株

計 17,268,273 17,268,273 － －

 

（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）

2017年４月１日～

2017年６月30日
－ 17,268,273 － 3,198,904 － 3,014,004

 

（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】

　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（2017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】

 2017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   295,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,970,100 169,701 －

単元未満株式 普通株式     2,273 － －

発行済株式総数 17,268,273 － －

総株主の議決権 － 169,701 －

　（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1,800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18個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 2017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

（％）

株式会社ココスジャパン
東京都港区港南二丁目18番

１号
295,900 － 295,900 1.71

計 － 295,900 － 295,900 1.71

 

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」（2007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（2017年４月１日から2017年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

ＰｗＣあらた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。

 

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

(2017年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2017年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 852,425 719,123

売掛金 789,626 663,717

商品 48,074 48,079

原材料及び貯蔵品 390,496 407,724

関係会社短期貸付金 4,333,345 4,049,768

その他 1,100,695 1,203,754

流動資産合計 7,514,663 7,092,168

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,403,225 37,563,408

減価償却累計額 △25,220,693 △25,607,966

建物及び構築物（純額） 12,182,531 11,955,441

機械装置及び運搬具 5,106,185 5,177,154

減価償却累計額 △3,235,756 △3,329,878

機械装置及び運搬具（純額） 1,870,429 1,847,276

その他 6,876,482 6,459,209

減価償却累計額 △4,853,318 △4,539,899

その他（純額） 2,023,164 1,919,309

有形固定資産合計 16,076,124 15,722,028

無形固定資産 372,347 367,457

投資その他の資産   

差入保証金 4,674,560 4,648,384

その他 1,564,238 1,523,311

投資その他の資産合計 6,238,799 6,171,695

固定資産合計 22,687,271 22,261,181

資産合計 30,201,934 29,353,349

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,051,689 1,748,239

未払法人税等 614,582 125,153

賞与引当金 241,735 61,424

その他 3,041,707 3,304,405

流動負債合計 5,949,715 5,239,222

固定負債   

資産除去債務 170,883 174,268

その他 41,134 25,413

固定負債合計 212,017 199,682

負債合計 6,161,732 5,438,905

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,198,904 3,198,904

資本剰余金 3,014,004 3,014,004

利益剰余金 18,256,148 18,130,391

自己株式 △428,854 △428,854

株主資本合計 24,040,202 23,914,444

純資産合計 24,040,202 23,914,444

負債純資産合計 30,201,934 29,353,349
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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　2016年４月１日
　至　2016年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

売上高 13,715,968 14,289,375

売上原価 4,517,910 4,876,738

売上総利益 9,198,058 9,412,636

販売費及び一般管理費 8,841,060 9,242,121

営業利益 356,998 170,514

営業外収益   

受取利息 7,542 6,201

受取賃貸料 35,235 34,649

その他 14,225 12,467

営業外収益合計 57,003 53,318

営業外費用   

支払利息 530 108

賃貸費用 30,151 29,221

その他 3,552 3,078

営業外費用合計 34,234 32,408

経常利益 379,767 191,425

特別利益   

その他 91 －

特別利益合計 91 －

特別損失   

固定資産処分損 5,484 674

特別損失合計 5,484 674

税引前四半期純利益 374,375 190,750

法人税、住民税及び事業税 56,035 80,279

法人税等調整額 111,933 32,561

法人税等合計 167,969 112,840

四半期純利益 206,406 77,910
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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）及びのれんの償却費は、次のとおりであり

ます。

 
前第１四半期累計期間
（自　2016年４月１日

　　至　2016年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2017年４月１日

　　至　2017年６月30日）

　減価償却費 635,826千円 616,900千円

　のれんの償却費 8,672 8,672

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2016年４月１日　至　2016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

2016年６月17日

定時株主総会
普通株式 203,668 12 2016年３月31日 2016年６月20日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2017年４月１日　至　2017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

2017年６月21日

定時株主総会
普通株式 203,668 12 2017年３月31日 2017年６月22日 利益剰余金

 

（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2016年４月１日　至2016年６月30日）

　当社は、外食事業単一の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2017年４月１日　至2017年６月30日）

　当社は、外食事業単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
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（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。

 
前第１四半期累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 12円16銭 4円59銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 206,406 77,910

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） 206,406 77,910

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,972 16,972

（注）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。

 

（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  

 

2017年８月７日

株式会社ココスジャパン

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鵜　飼　　千　恵

 

 
 
 

   

 

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ココス

ジャパンの2017年４月１日から2018年３月31日までの第40期事業年度の第１四半期会計期間（2017年４月１日から2017

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2017年４月１日から2017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、株式会社ココスジャパンの2017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

株式会社ココスジャパン(E03197)

四半期報告書

12/12


	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

