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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31日）

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

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 9,185 1.8 1,517 △13.0 1,520 △13.6 1,035 9.5

29年3月期第3四半期 9,019 △1.0 1,743 △14.9 1,760 △14.4 945 △30.6

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　1,030百万円 （12.7％） 29年3月期第3四半期　　914百万円 （△32.8％）

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 25.30 ―

29年3月期第3四半期 26.83 ―

（注）平成29年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　また、平成30年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　　　記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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 23,508 10,622 45.0 235.24

29年3月期 20,143 4,337 21.5 123.78

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 10,589百万円 29年3月期 4,334百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00

30年3月期 ― 7.00 ―

30年3月期（予想） 9.02 16.02

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成29年３月期第２四半期末配当金の内訳　　普通配当　７円50銭　創業35周年記念配当　１円50銭

平成29年３月期期末配当金の内訳　　　　　　　 普通配当　９円17銭　創業35周年記念配当　１円83銭

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（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
親会社株主に帰属する

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 12,408 7.8 2,774 46.5 2,761 44.5 1,870 67.7 53.41

（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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

(4) 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 48,604,200 株 29年3月期 48,604,200 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 3,589,639 株 29年3月期 13,589,639 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 40,918,561 株 29年3月期3Q 35,237,887 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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高9,185百万円（前年同期比1.8％増）、営

業利益1,517百万円（同13.0％減）、経常利益1,520百万円（同13.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利

益1,035百万円（同9.5％増）となりました。

当第３四半期連結累計期間は、９月、10月に日本を縦断した台風など天候不順の影響や、ウエディングパー

ティの利用が伸び悩んだことなどにより、既存店が前年同期に比べ落ち込みましたが、好調なホテル事業に加

え、2017年９月、京都に開業した当社初となる和食料亭「高台寺 十牛庵」及び「レストランひらまつ高台寺」

が順調な滑り出しを見せたことにより、当社グループ全体の売上高は前年同期を上回る結果となりました。

開業から１年が経過した３つのホテル「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」（2017年７月開業）、

「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」（同年10月開業）、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原」

（同年12月開業）は、他に類を見ないホテルの新しい価値を創り上げることができたこと、また積極的な広報

活動が効を成し、利用客や各種メディアからの高評価が新たな評判を呼ぶなど、着実な認知の広がりを見せて

おります。また、稼働率や利用単価も想定以上に向上しており、今後のホテル事業推進の十分な手応えを感じ

ております。

経費面では、既に公表しております新規ホテル、沖縄（2018年７月開業予定）、京都（2019年冬）、軽井沢

（2020年春）・那須（2020年夏）の開業準備や、ブランド力強化のための広告宣伝ならびに人材の強化・育成

など、今後の成長に向けた前向きかつ積極的な投資を強化推進することに舵を切った結果、前年同期に比べ利

益率が低下いたしました。これらはいずれも、現時点において当社が更なる成長を目指す上で必要な投資であ

り、中長期的な成長過程における一時的なコスト増であります。

レストラン企業としてその可能性を追求し、ホテル事業や日本料理をはじめとする新たな事業分野への積極

的な展開を進めるとともに、全ての事業分野において高付加価値（ブランド力）を追求することで、更なる事

業価値の向上を目指してまいります。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,365百万円増加し、23,508百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が3,059百万円、固定資産が199百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。

負債合計は前連結会計年度末に比べ2,919百万円減少し、12,886百万円となりました。これは主に、有利子負債

が2,870百万円減少したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末に比べ6,285百万円増加し、10,622百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

335百万円増加したこと、また、自己株式の処分及び売出しにより自己株式が4,980百万円減少、及び資本剰余金

が944百万円増加したことによるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました「平成29年３月期 決算

短信」に記載された内容から変更はございません。

　

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや

不確定要素が含まれております。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

　

（２）四半期連結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。

　

（３）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。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,245,154 10,304,562

売掛金 516,982 639,820

原材料及び貯蔵品 1,407,216 1,434,820

その他 409,299 365,134

貸倒引当金 △26 △29

流動資産合計 9,578,627 12,744,308

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,014,035 6,117,627

土地 1,029,532 858,820

その他（純額） 1,625,204 1,827,984

有形固定資産合計 8,668,772 8,804,431

無形固定資産 45,729 39,603

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,540,578 1,573,576

その他 331,869 369,061

貸倒引当金 △22,011 △22,076

投資その他の資産合計 1,850,436 1,920,561

固定資産合計 10,564,938 10,764,597

資産合計 20,143,565 23,508,905
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 342,243 457,531

1年内返済予定の長期借入金 3,830,309 3,704,306

未払法人税等 151,000 285,000

その他 1,334,285 987,463

流動負債合計 5,657,838 5,434,301

固定負債

長期借入金 9,743,421 7,008,722

資産除去債務 257,482 293,373

その他 147,390 150,010

固定負債合計 10,148,294 7,452,105

負債合計 15,806,132 12,886,406

純資産の部

株主資本

資本金 1,213,540 1,213,540

資本剰余金 1,464,120 2,408,920

利益剰余金 8,346,024 8,681,109

自己株式 △6,771,161 △1,791,161

株主資本合計 4,252,524 10,512,409

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 81,588 76,883

その他の包括利益累計額合計 81,588 76,883

新株予約権 3,320 33,206

純資産合計 4,337,433 10,622,499

負債純資産合計 20,143,565 23,508,905
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

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

売上高 9,019,600 9,185,970

売上原価 3,614,618 3,607,882

売上総利益 5,404,981 5,578,088

販売費及び一般管理費 3,661,444 4,060,631

営業利益 1,743,537 1,517,457

営業外収益

為替差益 2,942 -

協賛金収入 22,474 19,440

その他 22,783 21,982

営業外収益合計 48,200 41,423

営業外費用

支払利息 25,624 26,072

為替差損 - 8,971

その他 5,714 3,430

営業外費用合計 31,339 38,474

経常利益 1,760,398 1,520,406

特別利益

事業譲渡益 126,475 -

固定資産売却益 14,882 6,499

特別利益合計 141,357 6,499

特別損失

創業者功労金 500,000 -

減損損失 34,304 -

特別損失合計 534,304 -

税金等調整前四半期純利益 1,367,451 1,526,906

法人税、住民税及び事業税 402,551 489,262

法人税等調整額 19,349 2,297

法人税等合計 421,900 491,559

四半期純利益 945,550 1,035,346

親会社株主に帰属する四半期純利益 945,550 1,035,346
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

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

四半期純利益 945,550 1,035,346

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △31,308 △4,704

その他の包括利益合計 △31,308 △4,704

四半期包括利益 914,242 1,030,642

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 914,242 1,030,642

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結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）

当社は、平成29年７月３日開催の取締役会決議に基づき、自己株式10,000,000株の処分及び売出しを行いまし

た。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が4,980,000千円減少し、当第３四半期連結会計期間

末において自己株式が1,791,161千円となっております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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