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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第32期

第１四半期累計期間
第33期

第１四半期累計期間
第32期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 2,961,970 3,623,443 12,714,516

経常利益 (千円) 329,555 453,804 1,389,045

四半期(当期)純利益 (千円) 227,226 282,858 870,791

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 329,732 331,847 331,752

発行済株式総数 (株) 10,248,600 10,278,600 10,277,600

純資産額 (千円) 3,750,546 4,558,152 4,326,365

総資産額 (千円) 5,862,680 7,011,645 6,789,387

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 22.17 27.52 84.83

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 21.97 27.36 84.23

１株当たり配当額 (円) － － 12.00

自己資本比率 (％) 64.0 65.0 63.7
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は持分法適用会社がないため記載しておりません。

４　平成29年３月期の１株当たり配当額には記念配当２円を含んでおります。

 
２ 【事業の内容】

　　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリス

クについての重要な変更はありません。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

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各種政策の継続による効果もあ

り、雇用情勢は大きく改善が見られたものの、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、米国新政権の保護主義的な政策動向、英国のＥＵ離脱問題による欧州経済の失速懸念、更には東ア

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、3,623百万円となりました。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７店舗を実施し、店舗数が146店舗（フランチャイズ含む）となり、総店舗数の60.1％

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2,377百万円

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２店舗、及び業態転換１店舗を実施し、店舗数が68店舗となり、総店舗数の28.0％を占めております。当業態

の売上高は900百万円となりました。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。

また、串カツ居酒屋である「これや」は業態は、業態転換１店舗実施し、店舗数が17店舗となり、総店舗数の7.0％

を占めております。前事業年度より既存店の業態転換を中心に出店を実施し、収益改善を順調に進めております。当

業態の売上高は178百万円となりました。

以上の結果、店舗数につきましては、新規出店９店舗、業態転換２店舗を実施し、当第１四半期会計期間末の店舗

数は243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3,623百万円(前年

比22.3％増)、営業利益は388百万円(同47.2％増)、経常利益は453百万円(同37.7％増)となり、四半期純利益は282百

万円(同24.5％増)となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は7,011百万円、負債は2,453百万円、純資産は4,558百万円であり、自己

資本比率は65.0％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87百万円増加し、4,274百万円となりました。これは主に現金及び預

金が121百万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134百万円増加し、2,737百万円となりました。これは主に建物が58

百万円、及び差入保証金が23百万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68百万円減少し、1,724百万円となりました。これは主に未払法人税

等が94百万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58百万円増加し、729百万円となりました。これは主に長期借入金が

53百万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231百万円増加し、4,558百万円となりました。これは主に利益剰余金

が231百万円増加したことによるものであります。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

　　　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

　　　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 10,278,600 10,278,600

東京証券取引所
(市場第一部)

名古屋証券取引所
(市場第一部)

当社の単元株式数は
100株であります。

計 10,278,600 10,278,600 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年４月１日～
平成29年６月30日

1,000 10,278,600 95 331,847 95 359,952
 

(注)　新株予約権の権利行使による増加であります。

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 
① 【発行済株式】

   平成29年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,276,700
102,767 (注)１

単元未満株式 800 ― (注)２

発行済株式総数 10,277,600 ― ―

総株主の議決権 ― 102,767 ―
 

　(注)１　権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

２　単元未満株式には当社所有の自己株式61株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  平成29年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ヨシックス 名古屋市東区徳川町502番地 100 ― 100 0.0

計 ― 100 ― 100 0.0
 

 

　

２ 【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成29年４月１日から平成29年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【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29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,816,416 3,938,146

  売掛金 108,860 96,194

  完成工事未収入金 47 365

  たな卸資産 105,219 107,763

  その他 156,205 131,962

  流動資産合計 4,186,749 4,274,433

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,454,961 1,513,931

   その他 519,424 548,449

   有形固定資産合計 1,974,386 2,062,381

  無形固定資産 5,036 4,612

  投資その他の資産 ※1  623,215 ※1  670,218

  固定資産合計 2,602,637 2,737,212

 資産合計 6,789,387 7,011,645

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 448,363 429,242

  1年内返済予定の長期借入金 66,663 91,659

  未払金 495,473 509,774

  未払法人税等 278,300 183,799

  その他 503,724 509,703

  流動負債合計 1,792,526 1,724,179

 固定負債   

  長期借入金 121,693 175,032

  役員退職慰労引当金 325,766 331,869

  その他 223,036 222,413

  固定負債合計 670,495 729,314

 負債合計 2,463,021 2,453,493

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 331,752 331,847

  資本剰余金 359,857 359,952

  利益剰余金 3,633,854 3,865,325

  自己株式 △289 △289

  株主資本合計 4,325,174 4,556,835

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,191 1,316

  評価・換算差額等合計 1,191 1,316

 純資産合計 4,326,365 4,558,152

負債純資産合計 6,789,387 7,011,645
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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)

          前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,961,970 3,623,443

売上原価 958,745 1,168,514

売上総利益 2,003,225 2,454,929

販売費及び一般管理費 1,739,380 2,066,642

営業利益 263,844 388,286

営業外収益   

 協賛金収入 63,882 63,624

 その他 1,946 1,962

 営業外収益合計 65,828 65,587

営業外費用   

 支払利息 117 69

 営業外費用合計 117 69

経常利益 329,555 453,804

特別利益   

 受取補償金 47,160 －

 特別利益合計 47,160 －

特別損失   

 固定資産除却損 1,025 282

 減損損失 14,859 －

 特別損失合計 15,884 282

税引前四半期純利益 360,831 453,521

法人税、住民税及び事業税 122,645 164,031

法人税等調整額 10,959 6,632

法人税等合計 133,605 170,663

四半期純利益 227,226 282,858
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※1　 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　　　
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

投資その他の資産 135千円 135千円
 

　

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日)

減価償却費 75,343千円 81,649千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年
６月28日

定時株主総会
普通株式 25,621 2.50

平成28年
３月31日

平成28年
６月29日

利益剰余金

 

 

２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年
６月27日

定時株主総会
普通株式 51,387 5.00

平成29年
３月31日

平成29年
６月28日

利益剰余金

 

 

２　基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は次のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

(1)　１株当たり四半期純利益金額 22円 17銭 27円 52銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 227,226 282,858

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 227,226 282,858

普通株式の期中平均株式数(株) 10,248,498 10,277,637

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 21円 97銭 27円 36銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 90,171 60,739

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

 
 
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

 

 

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成29年８月14日

株式会社ヨシックス

　取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   豊　　田　　裕　　一　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石　　崎　　勝　　夫　　㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヨシッ

クスの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨシックスの平成29年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

 

　以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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