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(百万円未満切捨て)

１．2019年６月期第３四半期の業績（2018年７月１日～2019年３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 ％

2019年６月期第３四半期 2,828 － 192 － 176 － 123 －

2018年６月期第３四半期 － － － － － － － －
　

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

2019年６月期第３四半期 76.80 72.42

2018年６月期第３四半期 － －
　

（注）１ 当社は、2018年６月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、2018年６月期第３四
半期の実績並びに2019年６月期第３四半期及び2018年６月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載して
おりません。

２ 当社は、2018年11月20日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行っておりますが、2019年６月期
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益を算定しております。

３ 当社は、2019年３月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、2019年６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は、新規上場日から2019年６月期第３四半期末日までの平均株価を期中平
均株価とみなして算定しております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2019年６月期第３四半期 3,306 1,620 49.0

2018年６月期 1,660 202 12.2
(参考) 自己資本 2019年６月期第３四半期 1,620百万円 2018年６月期 202百万円
　　

　

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

2018年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00
2019年６月期 － 0.00 －

2019年６月期(予想) － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

当社は定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予
想額は未定であります。

　

３．2019年６月期の業績予想（2018年７月１日～2019年６月30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 4,002 36.2 339 101.9 320 103.5 232 107.8 114.22
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（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) 2019年６月期３Ｑ 2,038,000株 2018年６月期 1,608,000株

② 期末自己株式数 2019年６月期３Ｑ －株 2018年６月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年６月期３Ｑ 1,614,277株 2018年６月期３Ｑ －株

（注）１ 当社は、2018年６月期第３四半期においては四半期財務諸表を作成していないため、期中平均株式数を記載
しておりません。

　 ２ 2018年11月20日付で普通株式１株につき60株に割合で株式分割を行っておりますが、2018年６月期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を記載しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。
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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、政府の経済政策等により、企業業績や雇用環境が緩やかな回復

を続けました。しかしながら、個人消費の回復にまでは至っておらず、先行きは不透明な状況にあります。

外食産業におきましても、未だ消費者の節約傾向は強く、人件費の高騰・人手不足、材料費の高騰等も継続し

ており、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社では「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり ～期待以上が当り前、それが我ら

の心意気～」の経営理念を達成すべく、一人でも多くの街の人々に末永く愛され続ける店を目指して日々邁進し

てまいりました。その中で、当社では直営店９店舗及びFC店２店舗の新規出店を行い、全店舗で高いサービスの

提供を維持する為に人材の採用・育成に力をいれ、更なる企業価値の向上に取り組んで参りました。

以上の結果、当第３四半期累計期間における当社の業績は、売上高2,828,759千円、営業利益192,442千円、経

常利益176,156千円、四半期純利益123,984千円となりました。

なお、当社は前第３四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載し

ておりません。また、当社は「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,645,496千円増加し、3,306,306千円となり

ました。これは、流動資産が1,454,813千円増加し2,076,170千円となったこと及び固定資産が190,683千円増加し

1,230,136千円となったことによるものであります。

流動資産の主な増加は、新規上場による公募増資等に伴う現金及び預金の増加1,445,346千円によるものであり

ます。

固定資産の主な増加は、新規店舗のオープンに伴う有形固定資産の増加150,012千円及び差入保証金の増加

34,912千円によるものであります。

一方、負債については流動負債が110,083千円増加し801,271千円となったこと及び固定負債が117,817千円増加

し884,805千円となったことにより、1,686,076千円となりました。

流動負債の主な増加は、未払法人税等の増加15,068千円や１年内返済予定の長期借入金の増加29,179千円によ

るものであります。

固定負債の主な増加は、新規店舗のオープンに伴う長期借入金の増加98,053千円によるものであります。

純資産については、新規上場による公募増資に伴い資本金及び資本剰余金がそれぞれ646,806千円増加したこ

と、及び四半期純利益を計上したことで利益剰余金が123,984千円増加したことにより、1,620,230千円となりま

した。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想に関しましては2019年３月28日の「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知ら

せ」で公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。
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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
(2018年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 466,434 1,911,781

売掛金 26,186 21,653

商品及び製品 13,800 18,915

原材料及び貯蔵品 5,503 3,017

その他 109,430 120,802

流動資産合計 621,356 2,076,170

固定資産

有形固定資産

建物 813,488 988,693

減価償却累計額及び減損損失累計額 △168,910 △200,220

建物（純額） 644,578 788,472

その他 148,591 179,968

減価償却累計額及び減損損失累計額 △73,072 △98,331

その他（純額） 75,518 81,636

有形固定資産合計 720,096 870,109

無形固定資産

ソフトウエア 375 2,647

無形固定資産合計 375 2,647

投資その他の資産

差入保証金 237,857 272,770

その他 84,208 87,389

貸倒引当金 △3,084 △2,779

投資その他の資産合計 318,981 357,379

固定資産合計 1,039,453 1,230,136

資産合計 1,660,810 3,306,306
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(単位：千円)

前事業年度
(2018年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 103,239 125,941

1年内返済予定の長期借入金 263,343 292,523

未払法人税等 32,150 47,219

その他 292,454 335,586

流動負債合計 691,187 801,271

固定負債

長期借入金 724,741 822,795

その他 42,246 62,009

固定負債合計 766,988 884,805

負債合計 1,458,175 1,686,076

純資産の部

株主資本

資本金 13,400 660,206

資本剰余金 － 646,806

利益剰余金 189,234 313,218

株主資本合計 202,634 1,620,230

純資産合計 202,634 1,620,230

負債純資産合計 1,660,810 3,306,306
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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)
当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 2,828,759

売上原価 853,437

売上総利益 1,975,321

販売費及び一般管理費 1,782,879

営業利益 192,442

営業外収益

助成金収入 5,130

その他 1,302

営業外収益合計 6,432

営業外費用

上場関連費用 14,001

支払利息 6,775

その他 1,941

営業外費用合計 22,718

経常利益 176,156

特別利益

店舗売却益 5,070

特別利益合計 5,070

税引前四半期純利益 181,227

法人税等 57,242

四半期純利益 123,984
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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）

当社は2019年３月28日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2019年３月27日を払込

期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株発行430,000株により、資本金及び資

本準備金がそれぞれ646,806千円増加しております。

この結果、当第３四半期会計期間末において資本金は660,206千円、資本剰余金は646,806千円となっておりま

す。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

　（重要な後発事象）

第三者割当増資

当社は上場にあたり、2019年２月22日及び2019年３月11日開催の当社取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し（貸株人から借入れる当社普通株式68,900株の売

出し）に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次の通り決議し、2019年４月23日

に払込が完了いたしました。

（１）発行する株式の種類及び数 普通株式 68,900株

（２）割当価格 １株につき 3,008.40円

（３）資本組入額 １株につき 1,504.20円

（４）割当価格の総額 207,278千円

（５）資本組入額の総額 103,639千円

（６）払込期日 2019年４月23日

（７）割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（８）資金の使途 新規出店に伴う人件費及び人材採用費への充当、事業拡大のための設資

資金に充当する予定であります。
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