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1. 平成30年2月期第3四半期の業績（平成29年3月1日～平成29年11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 ％

30年2月期第3四半期 8,216 9.0 577 15.2 577 15.1 387 20.9

29年2月期第3四半期 7,536 6.5 501 △7.9 501 △7.6 320 △3.5

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

30年2月期第3四半期 34.39 ―

29年2月期第3四半期 28.45 ―

（注）当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年2月期第3四半期 5,600 3,723 66.5

29年2月期 5,114 3,467 67.8

（参考）自己資本 30年2月期第3四半期 3,723百万円 29年2月期 3,467百万円

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

29年2月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00

30年2月期 ― 0.00 ―

30年2月期（予想） 13.00 13.00

（注１）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

（注２）平成29年２月期の期末配当金の内訳　普通配当32円、記念配当３円、合計35円

（注３）平成30年２月期（予想）の期末配当金の内訳　普通配当11円、記念配当２円、合計13円

（注４）当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。平成29年２月期については、当該株式分割前の実際の配当金額を
記載しております。平成30年２月期（予想）の配当金については当該株式分割後の配当金額を記載しております。

3. 平成30年 2月期の業績予想（平成29年 3月 1日～平成30年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 11,190 9.5 770 0.8 770 0.7 510 2.7 45.28

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

（注２）当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して１株当たり当期純利益を算定しております。



※ 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） 30年2月期3Q 11,265,300 株 29年2月期 11,265,300 株

② 期末自己株式数 30年2月期3Q 2,215 株 29年2月期 2,055 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年2月期3Q 11,263,130 株 29年2月期3Q 11,263,245 株

（注）当社は、平成29年６月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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予測に関する記述は、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、
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２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」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３四半期累計期間におけるわが国経済は、人手不足を背景とした雇用及び所得環境の改善が進み、企業収益

の改善も継続するなど緩やかな景気回復傾向にある一方、海外経済の不確実性や地政学的リスクの高まりによる影

響が懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　外食産業におきましては、継続的な人件費の上昇に加え一部商材の更なる価格上昇の影響が懸念され、少子高齢

化や働き方改革などの社会構造の変化を背景とした消費嗜好の多様化による業種・業態を越えた顧客獲得競争が一

層激化するなど、取り巻く環境は引き続き厳しいものとなっております。

　このような状況のもと、「中期経営計画（2016年～2018年）」の２年目となる当事業年度におきましては、「リ

ーディングカンパニーとしての地位確立」を年度方針に定め、断然ダントツのサービスレベル実現を目指した取り

組みを推進しております。

　その一環として実施しております本部での集合研修によるクルー（アルバイト）教育や品質・衛生管理の強化と

いったＱ・Ｓ・Ｃ・Ａの磨き上げ、スポーツイベント等における確実な集客が奏功し、当第３四半期累計期間の既

存店の対前年比につきましては、売上高100.0％、客数101.5％となりました。

　店舗につきましては、４月27日、ビル建替えのため一時休業しておりましたＨＵＢブランド２店舗（上野店、渋

谷２号店）を同時に再出店し、この結果当社は100店舗の規模に到達いたしました。さらに、ＨＵＢブランド２店

舗（チョムチョム秋葉原店、西武新宿駅前店）を新規に出店し、当第３四半期末現在における店舗数は103店舗と

なりました。

　これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は8,216百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は577百万円

（前年同期比15.2％増）、経常利益は577百万円（前年同期比15.1％増）、四半期純利益は387百万円（前年同期比

20.9％増）となりました。

　当社は、昭和55年の創業以来、英国ＰＵＢの文化を日本に広めることにより、日本の暮らし・社会をより一層豊

かなものにするとの創業者（故 中内 㓛 氏）の想いを実現すべく、「感動文化創造事業」を展開してまいりまし

た。そして、平成29年11月27日、当社は株式会社東京証券取引所の承認を受け、平成29年12月４日をもちまして、

当社株式が東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて485百万円増加し、5,600百万円となりまし

た。

　流動資産は前事業年度末に比べて298百万円増加し、2,204百万円となりました。これは主に現金及び預金が増加

したことによるものであります。

　固定資産は前事業年度末に比べて187百万円増加し、3,395百万円となりました。これは主に有形固定資産が増加

したことによるものであります。

　負債は前事業年度末に比べて230百万円増加し、1,877百万円となりました。これは主に未払法人税等、賞与引当

金及び未払費用が増加したことによるものであります。

　純資産は前事業年度末に比べて255百万円増加し、3,723百万円となりました。これは主に配当金の支払により

131百万円減少したものの、四半期純利益387百万円を計上したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年２月期の通期業績予想につきましては、平成29年４月13日発表の決算短信で開示した予想数値に変更は

ありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（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３四半期会計期間
(平成29年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,516,487 1,737,814

売掛金 33,560 45,605

原材料及び貯蔵品 69,372 75,336

その他 286,870 345,699

流動資産合計 1,906,290 2,204,456

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,688,284 1,744,597

その他（純額） 324,800 460,875

有形固定資産合計 2,013,085 2,205,473

無形固定資産 46,523 41,706

投資その他の資産

差入保証金 1,021,847 1,034,829

その他 126,533 113,789

投資その他の資産合計 1,148,381 1,148,618

固定資産合計 3,207,990 3,395,798

資産合計 5,114,280 5,600,254

負債の部

流動負債

買掛金 251,662 272,685

1年内返済予定の長期借入金 100,096 88,096

未払金 307,296 336,014

未払法人税等 44,000 168,000

賞与引当金 132,269 216,305

その他 375,324 435,525

流動負債合計 1,210,648 1,516,626

固定負債

長期借入金 162,808 97,736

リース債務 94,907 79,913

長期未払金 9,328 4,000

資産除去債務 169,219 178,789

固定負債合計 436,263 360,438

負債合計 1,646,911 1,877,065

純資産の部

株主資本

資本金 631,793 631,793

資本剰余金 195,393 195,393

利益剰余金 2,641,314 2,897,260

自己株式 △1,132 △1,257

株主資本合計 3,467,369 3,723,189

純資産合計 3,467,369 3,723,189

負債純資産合計 5,114,280 5,600,254
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年11月30日)

売上高 7,536,188 8,216,801

売上原価 1,981,820 2,125,552

売上総利益 5,554,367 6,091,249

その他の営業収入 44,509 51,363

営業総利益 5,598,876 6,142,612

販売費及び一般管理費 5,097,547 5,565,070

営業利益 501,328 577,542

営業外収益

受取利息 24 22

雑収入 5,574 3,996

営業外収益合計 5,599 4,019

営業外費用

支払利息 5,142 4,046

営業外費用合計 5,142 4,046

経常利益 501,785 577,515

特別損失

固定資産除却損 3,671 10,613

特別損失合計 3,671 10,613

税引前四半期純利益 498,114 566,901

法人税、住民税及び事業税 161,731 218,212

法人税等調整額 15,926 △38,661

法人税等合計 177,658 179,551

四半期純利益 320,455 387,350
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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。

（追加情報）

「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）を第１四

半期会計期間から適用しております。
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