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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３四半期累計期間
第33期

第３四半期累計期間
第32期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 9,432,953 11,591,631 12,714,516

経常利益 (千円) 1,067,267 1,450,052 1,389,045

四半期(当期)純利益 (千円) 669,220 883,085 870,791

持分法を適用した場合の投資利
益

(千円) － － －

資本金 (千円) 331,752 333,937 331,752

発行済株式総数 (株) 10,277,600 10,300,600 10,277,600

純資産額 (千円) 4,124,797 5,101,334 4,326,365

総資産額 (千円) 6,974,217 8,704,162 6,789,387

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 65.22 85.87 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) 64.73 85.38 84.23

１株当たり配当額 (円) 7.00 6.00 12.00

自己資本比率 (％) 59.1 58.6 63.7
 

 

回次
第32期

第３四半期会計期間
第33期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 19.97 28.42
 

(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。
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２ 【事業の内容】

　　当第３四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３四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３四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7,721百万円

(前年同期比27.0％増)となりました。「や台ずし」業態は全国的に業績が堅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」業態は全品280円（税抜）均一低価格居酒屋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

ております。当業態の売上高は2,827百万円(前年同期比4.9％増)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」業態は、新規出店５店舗、及び業態転換１店舗を実施し、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(前年同期比283.4％増)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。
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(2) 財政状態の分析

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。

 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四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。

 

 

(4) 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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年２月13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 10,300,600 10,304,200

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 10,300,600 10,304,200 ― ―
 

(注)　提出日現在において、新株予約権の権利行使により第３四半期会計期間末より発行済株式数が3,600株増してお

ります。

 

(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。

 

(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10月１日～
平成29年12月31日

15,000 10,300,600 1,425 333,937 1,425 362,042
 

(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３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四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９月30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12月31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

200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,299,400
102,994 (注)1

単元未満株式 1,000 ― (注)2

発行済株式総数 10,300,600 ― ―

総株主の議決権 ― 102,994 ―
 

　(注)１　権利内容に何ら限定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37株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  平成29年12月31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 200 ― 200 0.0

計 ― 200 ― 200 0.0
 

　

 
２ 【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
関東事業本部　本部長

常務取締役
東関東事業本部　本部長

吉岡　裕太郎 平成29年10月１日

取締役
中部事業部　部長

取締役
西関東事業本部　本部長

渡邉　竜二 平成29年10日１日
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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３四半期会計期間(平成29年10月１日から平成29年

12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31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 ※1  623,215 ※1  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 ※2  448,363 ※2  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 ※2  503,724 ※2  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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【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３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

投資その他の資産 135千円 135千円
 

　

※2　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。当第３四半期会計期間末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。

 
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)

支払手形 ―千円 3,586千円

その他（設備支払手形） ―千円 19,837千円
 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半期累計

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)

減価償却費 253,705千円 267,137千円
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(株主資本等関係)

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)

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

平成28年
11月７日

臨時取締役会
普通株式 71,942 7.00

平成28年
９月30日

平成28年
11月30日

利益剰余金

 

 

２　基準日が当第３四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３四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。

 

３　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

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)

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

平成29年
11月７日

臨時取締役会
普通株式 61,712 6.00

平成29年
９月30日

平成29年
11月30日

利益剰余金

 

 

２　基準日が当第３四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３四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。

 

３　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
(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。
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(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は次のとおりであります。

 

項目
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)

(1)　１株当たり四半期純利益金額  65円 22銭 85円 87銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 669,220 883,085

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) 669,220 883,085

普通株式の期中平均株式数(株) 10,260,463 10,283,879

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  64円 73銭 85円 38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) 77,975 58,045

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】

第33期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当について、平成29年11月７日開催の取締役会にお

いて、平成29年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

 
　①　配当金の総額 61百万円

　②　１株当たりの金額 ６円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年11月30日
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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30年２月13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３四半期会計期間(平成29年10月１日から平成

29年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四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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