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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第１四半期の業績（平成27年４月１日～平成27年６月30日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第１四半期 2,483 － 215 － 260 － 163 －

27年３月期第１四半期 － － － － － － － －
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

28年３月期第１四半期 64.41 63.42

27年３月期第１四半期 － －
(注)１ 当社は平成27年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成27年３月期第１四

半期の売上高等の各金額、対前年同四半期増減率及び平成28年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率の記
載をしておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 一株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

28年３月期第１四半期 4,881 3,007 61.6 1,185.29

27年３月期 5,042 2,893 57.4 1,141.59
参考) 自己資本 28年３月期第１四半期 3,007 百万円 27年３月期 2,893 百万円
　
２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　27年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00

　28年３月期 －

　28年３月期(予想) 10.00 － 10.00 20.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　
３．平成28年３月期の業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,910 14.0 370 5.0 460 0.8 266 △4.9 115.38

通期 10,272 14.1 830 11.6 1,000 6.4 566 9.6 244.99
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期１Ｑ 2,537,500株 27年３月期 2,535,000株

② 期末自己株式数 28年３月期１Ｑ －株 27年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期１Ｑ 2,537,079株 27年３月期１Ｑ －株

(注)１ 当社は、平成27年３月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、「期中平均株式数

(四半期累計)」を作成しておりません。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項等については、添付資料P２「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、日銀による金融政策や政府による経済対策の効果もあり、それらに

よる期待感から円安及び株高が進行するとともに、景気の回復期待が高まることで、企業収益の改善が見受けられる

等、全体として景気回復への明るい兆しが見られるようになってまいりました。しかし消費税増税による個人消費低

迷への懸念、火力発電所の依存度の高まりによる電気料金の値上げ、円安の進行による資材価格の高騰等、依然とし

て先行き不透明な状況が続いております。

外食業界におきましては、円安による原材料価格の高騰や人材需給の逼迫に伴う人件費の増加、更には消費者の節

約志向の高まりや業界内の顧客獲得競争が激化の一途を辿っている等、経営環境は引続き厳しい経営状況にありまし

た。

このような環境のもと、当社の当第１四半期累計期間の売上高は、2,483百万円となりました。当社の主力業態は

「や台や」業態、「や台ずし」業態及び「ニパチ」業態であり、その中でも「や台ずし」業態を中心に新規出店に努め

てまいりました。

「や台ずし」業態は新規出店９店舗を実施し、店舗数が101店舗（フランチャイズ含む）となり、総店舗数の56.7％

を占めております。新鮮な魚介類をお値打ち感の高いメニューで提供することにより、当業態の売上高は1,480百万円

となりました。「や台ずし」業態は全国的に業績が好調に推移しております。当業態は本格職人にぎりの新鮮な魚介類

を用いたすしを低価格で食すことができ、且つ居酒屋メニューも合わせて食すことができるという”寿司屋が居酒屋

メニューを提供する”業態であります。良い商材を使い、お値打ち感の高い商品の提供を徹底することで、お客様か

らのご支持を頂いたものと考えております。

また「ニパチ」業態は低価格均一価格でコストパフォーマンスの高い料理を提供する業態であります。当業態は新

規出店はしておりませんが、業態転換を２店舗実施したことから店舗数が61店舗となり、総店舗数の34.3％を占めて

おります。当業態へのニーズは常に一定程度存在するため、地方都市においては堅調に推移いたしました。

以上の結果、店舗数につきましては、新規出店10店舗、退店２店舗、業態転換２店舗を実施し、平成27年６月30日

現在の店舗数は178店舗（フランチャイズ含む）となりました。また、当第１四半期累計期間における売上高は2,483

百万円、営業利益は215百万円、経常利益は260百万円となり、四半期純利益は163百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末における資産の部は4,881百万円、負債の部は1,873百万円、純資産の部は3,007百万円であ

り、自己資本比率は61.6％となりました。

　

（流動資産）

流動資産につきましては前事業年度末に比べ263百万円減少し、2,775百万円となりました。これは主に現金及び

預金が211百万円減少したことによるものであります。

　

（固定資産）

固定資産につきましては前事業年度末に比べ102百万円増加し、2,106百万円となりました。これは主に建物が53

百万円増加したことによるものであります。

　

（流動負債）

流動負債につきましては前事業年度末に比べ268百万円減少し、1,249百万円となりました。これは主に未払法人

税等が174百万円減少したことによるものであります。

　

（固定負債）

固定負債につきましては前事業年度末に比べ5百万円減少し、624百万円となりました。これは主に長期借入金が

20百万円減少したことによるものであります。

　

（純資産）

純資産につきましては前事業年度末に比べ113百万円増加し、3,007百万円となりました。これは主に利益剰余金

が112百万円増加したことによるものであります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期累計期間の業績は、概ね計画通りに堅調に推移いたしましたので、平成27年５月８日に公表いたしま

した通期業績予想につきまして、現時点での変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,747,116 2,535,913

売掛金 61,948 54,759

完成工事未収入金 16,853 543

たな卸資産 70,162 73,725

その他 142,419 110,101

貸倒引当金 △57 △37

流動資産合計 3,038,442 2,775,004

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,134,796 1,188,044

その他 363,057 386,527

有形固定資産合計 1,497,854 1,574,572

無形固定資産 8,934 8,438

投資その他の資産 496,899 523,469

固定資産合計 2,003,687 2,106,479

資産合計 5,042,130 4,881,484

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 322,709 300,415

1年内返済予定の長期借入金 91,694 88,301

未払金 333,303 358,655

未払法人税等 284,903 110,213

その他 485,509 391,944

流動負債合計 1,518,120 1,249,529

固定負債

長期借入金 168,368 147,558

役員退職慰労引当金 281,382 286,688

その他 180,319 190,016

固定負債合計 630,069 624,262

負債合計 2,148,189 1,873,792

純資産の部

株主資本

資本金 320,150 320,365

資本剰余金 348,255 348,470

利益剰余金 2,224,799 2,337,532

株主資本合計 2,893,204 3,006,368

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 736 1,324

評価・換算差額等合計 736 1,324

純資産合計 2,893,941 3,007,692

負債純資産合計 5,042,130 4,881,484
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 2,483,040

売上原価 799,567

売上総利益 1,683,472

販売費及び一般管理費 1,468,218

営業利益 215,254

営業外収益

協賛金収入 43,208

その他 1,752

営業外収益合計 44,961

営業外費用

支払利息 198

その他 12

営業外費用合計 210

経常利益 260,004

特別利益

受取補償金 22,880

特別利益合計 22,880

特別損失

固定資産除却損 47

特別損失合計 47

税引前四半期純利益 282,837

法人税、住民税及び事業税 102,376

法人税等調整額 17,027

法人税等合計 119,403

四半期純利益 163,433
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社は、飲食事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象）

当社は、平成27年８月７日開催の取締役会において株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を決議いたし

ました。当該株式分割の内容は、次のとおりです。

１. 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図るこ

とを目的とするものであります。

この株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成27年10月１日をもって当社の定款第５条

の発行可能株式総数を変更いたします。

２. 分割の方法

平成27年９月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式

を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。

３. 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 2,537,500 株

今回の分割により増加する株式総数 2,537,500 株

株式分割後の発行済株式総数 5,075,000 株

株式分割後の発行可能株式総数 14,000,000 株

４. 分割の日程

基準日広告日 平成27年９月11日（金曜日）

基準日 平成27年９月30日（水曜日）

効力発生日 平成27年10月１日（木曜日）

　 ５． 資本金の額の変更

　 今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

６. 当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当たり情報の各数値はそれぞれ

次のとおりであります。また、前事業年度同四半期は１株当たり情報を作成しておりませんので記載を省

略しております。

項目
前第１四半期累計期間
（自 平成26年４月１日

　 至 平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 ― 32円 20銭

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

― 31円 71銭
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