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(百万円未満切捨て)
１．平成29年12月期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期 9,815 0.6 △49 ― △32 ― △222 ―

28年12月期 9,755 2.3 △8 ― 9 △93.7 △80 ―

(注) 包括利益 29年12月期 △244 百万円 ( ―％) 28年12月期 △115 百万円 ( ―％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年12月期 △22.00 ― △5.6 △0.4 △0.5

28年12月期 △7.97 ― △1.9 0.1 △0.1

(参考) 持分法投資損益 29年12月期 ―百万円 28年12月期 ―百万円
　

（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

29年12月期 7,122 3,889 54.3 381.39

28年12月期 7,608 4,118 53.9 406.90

(参考) 自己資本 29年12月期 3,866百万円 28年12月期 4,101百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年12月期 290 △195 △180 520

28年12月期 238 △447 208 607

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

29年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

30年12月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

　

３．平成30年12月期の連結業績予想（平成30年１月１日～平成30年12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
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

第２四半期(累計) 4,786 0.9 △31 ― △15 ― △27 ― △2.74

通 期 9,911 1.0 50 ― 82 ― 29 ― 2.88
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※ 注記事項

（１）期中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

　

（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 ： 有

　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) 29年12月期 10,138,000 株 28年12月期 10,081,100 株

② 期末自己株式数 29年12月期 310 株 28年12月期 210 株

③ 期中平均株式数 29年12月期 10,094,343 株 28年12月期 10,076,408 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成29年12月期の個別業績（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期 9,344 △1.1 48 △72.6 77 △58.3 △104 ―

28年12月期 9,445 0.4 177 △34.8 186 △34.0 96 △8.2
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

29年12月期 △10.33 ―

28年12月期 9.57 9.38

　

（２）個別財政状態

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

29年12月期 7,688 4,604 59.6 451.89

28年12月期 8,030 4,691 58.2 463.75

(参考) 自己資本 29年12月期 4,581百万円 28年12月期 4,675百万円

　

※ 決算短信は監査の対象外です

　

※ 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。

・当社は、平成30年２月20日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明

内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定で

す。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回

復基調が続いているものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響などにより先行き不透明な状態で推移

しました。

外食産業におきましては、個人消費も緩やかに持ち直しているものの、パブレストラン業態では中食の拡大や酒離

れなどにより厳しい状況が続いております。

こうした中、当社グループは顧客満足度を高めるため、商品・サービスおよび空間の品質向上を実施いたしまし

た。インバウンド層や健康志向など多様化するマーケットに適応するためメニュー開発や業態開発をしている中で、

１月に「権八 浅草吾妻橋」を、５月には新業態「GOOD LIFE FACTORY 南青山」を新規出店いたしました。また既存

店の居住性などの向上として「モンスーンカフェ 代官山」、「モンスーンカフェ 恵比寿」や「レガート 渋谷」

のリニューアルに加え、「ステラート 白金台」ではコンセプトから見直しも含めたリニューアルをいたしました。

この結果、当連結会計年度における売上高は、98億15百万円（前年同期比0.6％増）となり、当連結会計年度末の総

店舗数は50店舗となりました。

報告セグメントについては、当社グループはレストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメントであります

ので、記載を省略しております。

売上高をコンセプト（営業形態）別にみると、「ラ・ボエム」は27億12百万円（前年同期比0.6％減）、「ゼスト」

は３億89百万円（同5.4％増）、「モンスーンカフェ」は23億11百万円（同6.0％減）、「権八」は25億82百万円（同

4.7％増）、「ディナーレストラン」は８億77百万円（同1.2％減）、「フードコロシアム」は２億12百万円（同10.0

％減）、「その他」は７億29百万円（同20.4％増）となりました。

既存店売上高につきましては、前年同期比2.0％の減収となりました。

また、損益につきましては、営業損失49百万円（前連結会計年度は営業損失８百万円）、経常損失32百万円（前連

結会計年度は経常利益９百万円）となりました。

親会社株主に帰属する当期純損失は、減損損失１億56百万円を特別損失として計上したことなどにより、２億22百

万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失80百万円）となりました。

売上高のコンセプト（営業形態）別の販売実績は次のとおりであります。

営業形態

前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日) 前年同期比

（％）
売上高(千円)
(店舗数)

構成比（％）
売上高(千円)
(店舗数)

構成比（％）

ラ・ボエム

(イタリア料理)

2,729,549
(15)

28.0
2,712,366

(15)
27.6 △0.6

ゼスト

(メキシコアメリカ料理)

370,013
(4)

3.8
389,893

(4)
4.0 5.4

モンスーンカフェ

(アジア料理)

2,458,760
(12)

25.2
2,311,651

(11)
23.6 △6.0

権八

(和食)

2,467,110
(6)

25.3
2,582,397

(7)
26.3 4.7

ディナーレストラン

(国際折衷料理)

888,235
(8)

9.1
877,190

(8)
8.9 △1.2

フードコロシアム

(フードコート)

235,652
(1)

2.4
212,142

(1)
2.2 △10.0

その他
606,039

(3)
6.2

729,935
(4)

7.4 20.4

合計
9,755,362

(49)
100.0

9,815,577
(50)

100.0 0.6

(注) １. 上記金額に消費税等は含まれておりません。

２. その他に含まれるバンケット部門、デザート製造部門及びフランチャイズ部門は店舗数に数えておりませ

ん。

３. 上記店舗数は、連結会計年度末現在の店舗数であります。
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所在地別の販売実績は次のとおりであります。

所在地

前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日) 前年同期比

（％）
売上高(千円)
(店舗数)

構成比（％）
売上高(千円)
(店舗数)

構成比（％）

日本

　東京都
7,347,857

(39)
75.3

7,308,263
(40)

74.4 △0.5

　千葉県
861,345

(2)
8.8

899,152
(2)

9.2 4.4

　神奈川県
709,744

(3)
7.3

690,600
(3)

7.0 △2.7

　大阪府
291,270

(2)
3.0

234,189
(2)

2.4 △19.6

　栃木県
235,652

(1)
2.4

212,142
(1)

2.2 △10.0

小計
9,445,869

(47)
96.8

9,344,348
(48)

95.2 △1.1

　米国
309,493

(2)
3.2

471,229
(2)

4.8 52.3

合計
9,755,362

(49)
100.0

9,815,577
(50)

100.0 0.6

(注) １. 上記金額に消費税等は含まれておりません。

２. 東京都に含まれるバンケット部門、デザート製造部門及びフランチャイズ部門は店舗数に数えておりませ

ん。

３. 上記店舗数は、連結会計年度末現在の店舗数であります。

　

（２）当期の財政状態の概況

１. 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億85百万円減少して、71億22百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比較して１億40百万円減少し、12億20百万円となりました。主な変動要因は、現金

及び預金が86百万円、受取手形及び売掛金が61百万円それぞれ減少したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して３億44百万円減少し、59億２百万円となりました。主な変動要因は、建物

及び構築物が２億58百万円減少したことによるものであります。

当連結会計年度末の負債合計額は、前連結会計年度末に比べて２億56百万円減少して、32億33百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末と比較して１億４百万円減少し、13億64百万円となりました。主な変動要因は、１年

内返済予定の長期借入金が20百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して１億51百万円減少し、18億69百万円となりました。主な変動要因は、社債

が６億70百万円減少した一方で、長期借入金が５億３百万円増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して２億29百万円減少し、38億89百万円となりました。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して0.4ポイント上昇して54.3％となりました。

　

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して86百

万円減少し、５億20百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前当期純損失１億96百万円、減価償却費２億64百万円、減損損失１億56百万円などにより、営業活動の結

果得られた資金は、２億90百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出１億87百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は、１億95百万円となりまし

た。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

長期借入れによる収入２億68百万円、長期借入金の返済による支出４億51百万円などにより、財務活動の結果使用し

た資金は、１億80百万円となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年12月期平成26年12月期平成27年12月期平成28年12月期平成29年12月期

自己資本比率 53.6％ 54.8％ 57.2％ 53.9％ 54.3％

時価ベースの自己資本比率 26.0％ 23.4％ 41.0％ 41.9％ 48.4％

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率

6.1倍 10.0倍 4.7倍 6.8倍 5.0倍

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.0倍 5.2倍 11.9倍 10.0倍 11.7倍

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注) １. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２. 株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しております。

３. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

（４）今後の見通し

翌連結会計年度（平成30年１月１日～平成30年12月31日）は業績予想を下記のとおりといたします。

（連結） （単位：百万円）

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

平成30年12月期（予想） 9,911 50 82 29

平成29年12月期（実績） 9,815 △49 △32 △222

増 減 率 ％ 1.0 ― ― ―

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

なお、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方

式であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当連結会計年度
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 607,217 520,717

受取手形及び売掛金 392,255 330,674

商品及び製品 15,295 20,433

原材料及び貯蔵品 171,856 177,100

その他 175,117 171,924

流動資産合計 1,361,742 1,220,850

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,575,489 8,478,538

減価償却累計額 △6,182,168 △6,245,939

減損損失累計額 △493,507 △590,844

建物及び構築物（純額） 1,899,813 1,641,753

土地 2,678,860 2,655,895

その他 281,487 250,170

有形固定資産合計 4,860,161 4,547,820

無形固定資産 7,962 4,426

投資その他の資産

差入保証金 1,332,725 1,313,970

その他 45,431 35,804

投資その他の資産合計 1,378,157 1,349,774

固定資産合計 6,246,280 5,902,022

資産合計 7,608,023 7,122,872
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当連結会計年度
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 376,889 394,412

1年内返済予定の長期借入金 245,684 225,486

未払費用 360,490 368,850

引当金 4,696 -

その他 481,174 375,547

流動負債合計 1,468,935 1,364,295

固定負債

社債 670,000 -

長期借入金 701,914 1,204,988

退職給付に係る負債 32,883 39,061

資産除去債務 567,595 574,532

その他 48,086 50,432

固定負債合計 2,020,480 1,869,014

負債合計 3,489,415 3,233,310

純資産の部

株主資本

資本金 1,474,256 1,478,831

資本剰余金 2,129,256 2,133,831

利益剰余金 605,427 383,337

自己株式 △218 △244

株主資本合計 4,208,722 3,995,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,636 7,878

為替換算調整勘定 △113,422 △137,255

その他の包括利益累計額合計 △106,785 △129,377

新株予約権 16,670 23,184

純資産合計 4,118,607 3,889,562

負債純資産合計 7,608,023 7,122,872
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 9,755,362 9,815,577

売上原価 8,860,308 8,913,327

売上総利益 895,054 902,250

販売費及び一般管理費

信販手数料 114,325 124,796

給料 425,928 449,750

退職給付費用 2,948 3,398

その他 360,365 373,648

販売費及び一般管理費合計 903,568 951,594

営業損失（△） △8,513 △49,344

営業外収益

為替差益 7,819 -

協賛金収入 8,526 34,529

設備賃貸料 9,648 9,566

その他 21,259 19,576

営業外収益合計 47,254 63,671

営業外費用

支払利息 23,756 22,972

為替差損 - 22,375

その他 5,257 1,932

営業外費用合計 29,013 47,279

経常利益又は経常損失（△） 9,727 △32,952

特別損失

減損損失 32,930 156,228

投資有価証券評価損 - 7,091

店舗閉鎖損失 6,318 -

特別損失合計 39,249 163,320

税金等調整前当期純損失（△） △29,522 △196,273

法人税、住民税及び事業税 52,641 22,935

法人税等調整額 △1,867 2,880

法人税等合計 50,773 25,816

当期純損失（△） △80,295 △222,089

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △80,295 △222,089
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当期純損失（△） △80,295 △222,089

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △511 1,241

為替換算調整勘定 △34,384 △23,833

その他の包括利益合計 △34,896 △22,591

包括利益 △115,192 △244,680

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △115,192 △244,680

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,473,579 2,128,579 688,653 △3,582 4,287,230

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
677 677 1,354

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△80,295 △80,295

自己株式の取得 △4 △4

自己株式の処分 △2,930 3,369 438

利益剰余金から資本

剰余金への振替
2,930 △2,930 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 677 677 △83,226 3,364 △78,507

当期末残高 1,474,256 2,129,256 605,427 △218 4,208,722

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 7,148 △79,037 △71,888 10,510 4,225,851

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,354

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△80,295

自己株式の取得 △4

自己株式の処分 438

利益剰余金から資本

剰余金への振替
-

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△511 △34,384 △34,896 6,160 △28,736

当期変動額合計 △511 △34,384 △34,896 6,160 △107,243

当期末残高 6,636 △113,422 △106,785 16,670 4,118,607
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当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,474,256 2,129,256 605,427 △218 4,208,722

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,574 4,574 9,148

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△222,089 △222,089

自己株式の取得 △26 △26

自己株式の処分

利益剰余金から資本

剰余金への振替

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 4,574 4,574 △222,089 △26 △212,966

当期末残高 1,478,831 2,133,831 383,337 △244 3,995,755

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 6,636 △113,422 △106,785 16,670 4,118,607

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
9,148

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△222,089

自己株式の取得 △26

自己株式の処分 ―

利益剰余金から資本

剰余金への振替
―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,241 △23,833 △22,591 6,513 △16,078

当期変動額合計 1,241 △23,833 △22,591 6,513 △229,045

当期末残高 7,878 △137,255 △129,377 23,184 3,889,562
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △29,522 △196,273

減価償却費 245,714 264,445

減損損失 32,930 156,228

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） - △4,696

受取利息及び受取配当金 △353 △1,015

支払利息 23,756 22,972

為替差損益（△は益） △8,382 17,426

投資有価証券評価損益（△は益） - 7,091

売上債権の増減額（△は増加） △26,913 61,404

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,406 △10,656

仕入債務の増減額（△は減少） △3,415 17,747

未払金の増減額（△は減少） 26,060 △17,725

前受収益の増減額（△は減少） 39,936 △15,269

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

20,132 20,268

その他 12,917 50,508

小計 324,454 372,456

利息及び配当金の受取額 353 1,015

利息の支払額 △23,796 △24,857

法人税等の支払額 △62,319 △58,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,692 290,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △431,551 △187,419

無形固定資産の取得による支出 △221 -

資産除去債務の履行による支出 △735 △26,996

差入保証金の差入による支出 △16,500 △1,000

差入保証金の回収による収入 1,212 19,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,796 △195,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 402,314 268,650

長期借入金の返済による支出 △190,349 △451,259

リース債務の返済による支出 △4,632 △4,632

自己株式の取得による支出 △4 △26

ストックオプションの行使による収入 1,374 7,017

財務活動によるキャッシュ・フロー 208,701 △180,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,022 △542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,423 △86,499

現金及び現金同等物の期首残高 608,641 607,217

現金及び現金同等物の期末残高 607,217 520,717
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（５）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。

(会計上の見積りの変更)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退店等の新たな情報の入手に

伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用及び店舗の使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。見

積りの変更による増加額を変更前の資産除去債務残高に9,176千円加算しております。

なお、この変更に伴って計上した有形固定資産については、減損損失として処理をしましたので、当該見積りの

変更の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は9,176千円増加しております。

　

(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）を当連結

会計年度から適用しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループは、レストラン経営を主とする飲食事業という単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり純資産額 406円90銭 381円39銭

１株当たり当期純損失金額（△） △7円97銭 △22円00銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
― ―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり当期純損失金額（△）

親会社株主に帰属する
当期純損失金額（△） (千円)

△80,295 △222,089

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る
親会社株主に帰属する
当期純損失金額（△） (千円)

△80,295 △222,089

普通株式の期中平均株式数(株) 10,076,408 10,094,343

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 574,639 515,751

売掛金 386,377 319,299

商品及び製品 15,295 20,433

原材料及び貯蔵品 162,657 168,067

前払費用 113,942 124,366

繰延税金資産 31,584 35,057

その他 22,460 8,456

流動資産合計 1,306,957 1,191,431

固定資産

有形固定資産

建物 1,304,058 1,120,697

構築物 11,783 3,542

車両運搬具 4 2

工具、器具及び備品 116,709 113,034

土地 1,912,340 1,912,340

リース資産 11,397 8,565

建設仮勘定 426 -

有形固定資産合計 3,356,721 3,158,183

無形固定資産

ソフトウエア 7,478 4,426

電話加入権 483 -

無形固定資産合計 7,962 4,426

投資その他の資産

投資有価証券 19,666 21,533

関係会社株式 1,368,621 1,368,621

関係会社長期貸付金 624,125 621,067

長期前払費用 13,278 9,348

差入保証金 1,332,725 1,313,970

投資その他の資産合計 3,358,417 3,334,541

固定資産合計 6,723,101 6,497,151

資産合計 8,030,058 7,688,583
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当事業年度
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 369,388 387,733

1年内返済予定の長期借入金 245,684 225,486

リース債務 4,632 4,632

未払金 182,135 119,620

未払費用 347,798 353,343

未払法人税等 63,434 48,494

未払消費税等 65,998 70,950

前受金 16,599 15,248

預り金 38,816 40,528

前受収益 83,174 67,905

店舗閉鎖損失引当金 4,696 -

資産除去債務 17,820 -

流動負債合計 1,440,178 1,333,942

固定負債

社債 670,000 -

長期借入金 579,600 1,086,338

リース債務 11,612 6,979

退職給付引当金 32,883 39,061

繰延税金負債 36,473 43,452

資産除去債務 567,595 574,532

固定負債合計 1,898,165 1,750,364

負債合計 3,338,344 3,084,306

純資産の部

株主資本

資本金 1,474,256 1,478,831

資本剰余金

資本準備金 2,129,256 2,133,831

資本剰余金合計 2,129,256 2,133,831

利益剰余金

利益準備金 8,614 8,614

その他利益剰余金 1,056,497 952,182

別途積立金 3,500,100 3,500,100

繰越利益剰余金 △2,443,602 △2,547,917

利益剰余金合計 1,065,111 960,796

自己株式 △218 △244

株主資本合計 4,668,406 4,573,213

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,636 7,878

評価・換算差額等合計 6,636 7,878

新株予約権 16,670 23,184

純資産合計 4,691,714 4,604,276

負債純資産合計 8,030,058 7,688,583
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 9,445,869 9,344,348

売上原価 8,407,122 8,411,534

売上総利益 1,038,747 932,813

販売費及び一般管理費 861,672 884,253

営業利益 177,075 48,559

営業外収益

協賛金収入 8,526 34,529

設備賃貸料 8,329 8,899

その他 19,959 15,594

営業外収益合計 36,814 59,022

営業外費用

支払利息 11,696 10,917

社債利息 12,060 12,054

為替差損 562 4,948

その他 3,150 1,932

営業外費用合計 27,469 29,853

経常利益 186,420 77,729

特別損失

減損損失 32,930 156,228

店舗閉鎖損失 6,318 -

特別損失合計 39,249 156,228

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 147,170 △78,499

法人税、住民税及び事業税 52,641 22,935

法人税等調整額 △1,867 2,880

法人税等合計 50,773 25,816

当期純利益又は当期純損失（△） 96,397 △104,315
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計別途積立金
繰越利益剰余

金

当期首残高 1,473,579 2,128,579 ― 2,128,579 8,614 3,500,100 △2,537,069 971,644

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
677 677 677

当期純利益 96,397 96,397

自己株式の取得

自己株式の処分 △2,930 △2,930

利益剰余金から資本

剰余金への振替
2,930 2,930 △2,930 △2,930

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 677 677 ― 677 93,466 93,466

当期末残高 1,474,256 2,129,256 ― 2,129,256 8,614 3,500,100 △2,443,602 1,065,111

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △3,582 4,570,221 7,148 7,148 10,510 4,587,880

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,354 1,354

当期純利益 96,397 96,397

自己株式の取得 △4 △4 △4

自己株式の処分 3,369 438 438

利益剰余金から資本

剰余金への振替
- -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△511 △511 6,160 5,648

当期変動額合計 3,364 98,185 △511 △511 6,160 103,833

当期末残高 △218 4,668,406 6,636 6,636 16,670 4,691,714
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当事業年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計別途積立金
繰越利益剰余

金

当期首残高 1,474,256 2,129,256 ― 2,129,256 8,614 3,500,100 △2,443,602 1,065,111

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,574 4,574 4,574

当期純損失（△） △104,315 △104,315

自己株式の取得

自己株式の処分

利益剰余金から資本

剰余金への振替

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 4,574 4,574 ― 4,574 △104,315 △104,315

当期末残高 1,478,831 2,133,831 ― 2,133,831 8,614 3,500,100 △2,547,917 960,796

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △218 4,668,406 6,636 6,636 16,670 4,691,714

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
9,148 9,148

当期純損失（△） △104,315 △104,315

自己株式の取得 △26 △26 △26

自己株式の処分 ―

利益剰余金から資本

剰余金への振替
―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,241 1,241 6,513 7,755

当期変動額合計 △26 △95,193 1,241 1,241 6,513 △87,437

当期末残高 △244 4,573,213 7,878 7,878 23,184 4,604,276
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（４）個別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。

(会計上の見積りの変更)

（資産除去債務の見積額の変更）

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退店等の新たな情報の入手に

伴い、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用及び店舗の使用見込期間に関して見積りの変更を行いました。見

積りの変更による増加額を変更前の資産除去債務残高に9,176千円加算しております。

なお、この変更に伴って計上した有形固定資産については、減損損失として処理をしましたので、当該見積りの

変更の結果、当事業年度の税引前当期純損失は9,176千円増加しております。

　

(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）を当事業

年度から適用しております。
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