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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３月期第３四半期 11,591 22.9 1,233 40.5 1,450 35.9 883 32.0

29年３月期第３四半期 9,432 16.1 877 4.5 1,067 9.7 669 16.8
　

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３月期第３四半期 85.87 85.38

29年３月期第３四半期 65.22 64.73

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年３月期第３四半期 8,704 5,101 58.6 495.25

29年３月期 6,789 4,326 63.7 420.95

(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 5,101 百万円 29年３月期 4,326 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３月期 － 7.00 － 5.00 12.00

30年３月期 － 6.00 －

30年３月期(予想) 6.00 12.00

(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30年３月期の業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31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 15,256 20.0 1,524 33.0 1,825 31.4 1,110 27.5 107.76

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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) 30年３月期３Ｑ 10,300,600株 29年３月期 10,277,600株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 237株 29年３月期 161株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 10,283,879株 29年３月期３Ｑ 10,260,463株

　

※ 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

　 (将来に関する記述等についてのご注意)

　 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Ｐ.２「当四半期決算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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が見られたものの、個人所得の伸び悩み

により個人消費が依然低調に推移した結果、全体的に力強さを欠く状況となりました。また、米国政権の政策に対す

る懸念や東アジア地域の地政学的リスクの高まりにより、依然として不透明感が払拭できない状況にありました。

外食業界におきましては、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状況が続いております。

このような環境のもと、当社の当第３四半期累計期間の売上高は、11,591百万円となりました。当社の主力業態は

「や台や」業態、「や台ずし」業態、「ニパチ」業態及び「これや」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30店舗を実施し、店舗数が169店舗（フランチャイズ含む）となり、総店舗数の61.5％

を占め、当業態の売上高は7,721百万円となりました。

また均一低価格居酒屋である「ニパチ」業態は新規出店７店舗、及び業態転換１店舗を実施し、店舗数が73店舗と

なり、総店舗数の26.5％を占め、当業態の売上高は2,827百万円となりました。

また、串カツ居酒屋である「これや」業態は、新規出店５店舗、及び業態転換１店舗実施し、店舗数が21店舗とな

り、総店舗数の7.6％を占め、当業態の売上高は577百万円となりました。

以上の結果、店舗数につきましては、新規出店42店舗、業態転換２店舗を実施し、当第３四半期会計期間末の店舗

数は275店舗（フランチャイズ含む）となりました。また、当第３四半期累計期間における売上高は11,591百万円(前

年比22.9％増)、営業利益は1,233百万円(同40.5％増)、経常利益は1,450百万円(同35.9％増)となり、四半期純利益は

883百万円(同32.0％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産負債の増減

当第３四半期会計期間末における総資産は8,704百万円、負債は3,602百万円、純資産は5,101百万円であり、自己資

本比率は58.6％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1,510百万円増加し、5,697百万円となりました。これは主に現金及

び預金が1,424百万円増加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403百万円増加し、3,006百万円となりました。これは主に建物が306

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1,061百万円増加し、2,854百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が615百万円、未払金が235百万円、及び未払法人税等が92百万円増加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77百万円増加し、748百万円となりました。これは主に長期前受収益

が52百万円増加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774百万円増加し、5,101百万円となりました。これは主に利益剰余金

が769百万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

本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成29年11月７日付「第２四半期業績予想との差

異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表の通期業績予想を修正いたしましたのでご参照ください。
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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３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,816,416 5,240,642

売掛金 108,860 124,316

完成工事未収入金 47 740

たな卸資産 105,219 167,923

その他 156,205 164,087

流動資産合計 4,186,749 5,697,709

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,454,961 1,761,046

その他 519,424 550,433

有形固定資産合計 1,974,386 2,311,480

無形固定資産 5,036 6,251

投資その他の資産 623,215 688,721

固定資産合計 2,602,637 3,006,453

資産合計 6,789,387 8,704,162

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 448,363 1,063,563

1年内返済予定の長期借入金 66,663 95,012

未払金 495,473 731,208

未払法人税等 278,300 370,995

その他 503,724 593,677

流動負債合計 1,792,526 2,854,457

固定負債

長期借入金 121,693 127,516

役員退職慰労引当金 325,766 345,177

その他 223,036 275,678

固定負債合計 670,495 748,371

負債合計 2,463,021 3,602,828

純資産の部

株主資本

資本金 331,752 333,937

資本剰余金 359,857 362,042

利益剰余金 3,633,854 4,403,840

自己株式 △289 △422

株主資本合計 4,325,174 5,099,397

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,191 1,937

評価・換算差額等合計 1,191 1,937

純資産合計 4,326,365 5,101,334

負債純資産合計 6,789,387 8,704,162
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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４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 9,432,953 11,591,631

売上原価 3,055,649 3,724,323

売上総利益 6,377,304 7,867,308

販売費及び一般管理費 5,499,838 6,634,068

営業利益 877,465 1,233,239

営業外収益

協賛金収入 184,305 208,582

その他 5,800 8,796

営業外収益合計 190,106 217,379

営業外費用

支払利息 304 176

その他 － 390

営業外費用合計 304 566

経常利益 1,067,267 1,450,052

特別利益

固定資産売却益 － 1,999

受取補償金 47,160 －

特別利益合計 47,160 1,999

特別損失

固定資産除却損 18,726 840

減損損失 16,518 －

特別損失合計 35,245 840

税引前四半期純利益 1,079,182 1,451,211

法人税、住民税及び事業税 406,243 576,809

法人税等調整額 3,718 △8,683

法人税等合計 409,961 568,125

四半期純利益 669,220 883,085
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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。
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