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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30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２四半期 13,213 0.8 536 △4.4 576 △3.0 439 3.1

29年３月期第２四半期 13,104 0.2 561 △5.7 594 △4.8 426 9.8
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 460百万円( 16.2％) 29年３月期第２四半期 396百万円(△10.8％)
　

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２四半期 16.69 －

29年３月期第２四半期 16.11 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 18,525 14,116 76.2

29年３月期 18,512 13,813 74.6
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 14,115百万円 29年３月期 13,813百万円
　

　　

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 － 0.00 － 6.00 6.00

30年３月期 － 0.00

30年３月期(予想) － 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

29年３月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円00銭 記念配当 １円00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 26,000 0.2 880 4.9 920 3.9 590 0.7 22.34
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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２Ｑ 26,501,784株 29年３月期 26,501,784株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 15,666株 29年３月期 15,339株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 26,352,138株 29年３月期２Ｑ 26,468,275株
　

（注）「株式給付信託（BBT）」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する
自社の株式は、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりますが、上記自己株式に
含まれておりません。

※ 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
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
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ
「１．（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日）におけるわが国経済は、継続的な政府の

経済政策や日銀の金融緩和策によって、回復基調で推移いたしました。しかしながら、消費全般が回復するには十

分とは言えず、依然として先行き不透明な状態が継続しております。外食産業におきましても、食材価格の高騰、

継続的な採用難による人件費の上昇等に加え、業種・業態の垣根を越えた顧客獲得競争も激化しており、厳しい経

営環境が続いております。

　このような環境のもと当社グループは、お客様起点思考の視座をグループ全社で堅持しながら、店舗の改革を進

めると共に、当社ビジョン「No.1 Noodle Restaurant Company」を共有し、①事業基盤の強化②収益性の向上③成

長戦略の推進を柱に取り組んでまいりました。

　(各事業部門)

　 (a) 和食麺類部門

和食麺類部門では、当社主力業態である「和食麺処サガミ」において、全店販売促進企画として「お客様大感謝

祭」を１回実施し、「料理フェア」を４回実施したほか、「クーポン券配布企画」を２回実施いたしました。また

「こだわりテレビCM」 を愛知県・三重県・岐阜県・富山県・滋賀県・静岡県で２回、奈良県で１回放映いたしまし

た。これにより既存店売上高は前年同一期間に対して1.5%増となり、客単価が前年同一期間に対して2.0％増、既存

店客数は前年同一期間に対して0.5%減となりました。

　 なお、当第２四半期末での店舗数は131店舗であります。

　 (b) 味の民芸部門

味の民芸部門では、全店販売促進企画として「お客様大感謝祭」を２回実施し、「料理フェア」を５回実施した

ほか、「クーポン券配布企画」を５回実施いたしました。

　なお、当第２四半期末での店舗数はFC店舗を含み55店舗であります。

　 (c) どんどん庵部門

どんどん庵部門では、全店販売促進企画として「料理フェア」を４回実施したほか、「どんどん祭」を１回実施

いたしました。

　 なお、当第２四半期末での店舗数はFC店舗を含み35店舗であります。

　 (d) その他の部門

その他の部門では、団欒食堂「あいそ家」において、「料理フェア」を４回、「クーポン券配布企画」を４回実

施したほか、大型セルフうどん店「製麺大学」においては、「料理フェア」を４回、「割引券配布企画」を１回実

施いたしました。

国内店舗関係では、「びんむぎセレオ八王子店」（９月）を出店いたしました。一方で、「さがみ庭御器所店」

（５月）を閉鎖いたしました。

海外店舗関係では、「SAGAMI Silom Complex店」（９月）を閉鎖いたしました。

なお、当第２四半期末での店舗数はFC店舗を含み41店舗であります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,213百万円、営業利益は536百万円、経常利益は576百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は439百万円となり、当第２四半期末のグループ店舗数は262店舗であります。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、18,525百万円と前連結会計年度末に比べ13百万円の増加となりまし

た。流動資産は前連結会計年度末に比べ121百万円減少し5,015百万円、固定資産は135百万円増加し13,510百万円、

流動負債は前連結会計年度末に比べ15百万円減少し3,402百万円、固定負債は272百万円減少し1,006百万円、純資

産は302百万円増加し14,116百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成29年５月11日に発表した連結業績予想から修正はありません。
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２．四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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,973,553 3,807,948

受取手形及び売掛金 223,203 223,219

商品及び製品 81,578 95,182

原材料及び貯蔵品 264,581 264,137

繰延税金資産 234,182 228,202

その他 360,952 397,776

貸倒引当金 △809 △809

流動資産合計 5,137,242 5,015,657

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,993,266 2,093,456

機械装置及び運搬具（純額） 393,453 420,316

土地 6,607,950 6,607,950

その他（純額） 203,012 336,837

有形固定資産合計 9,197,682 9,458,560

無形固定資産

のれん 757,986 704,663

その他 207,030 187,060

無形固定資産合計 965,017 891,724

投資その他の資産

投資有価証券 1,108,004 1,112,668

長期貸付金 108,327 108,879

差入保証金 1,821,805 1,776,080

繰延税金資産 17,167 13,386

その他 156,797 148,904

投資その他の資産合計 3,212,102 3,159,919

固定資産合計 13,374,802 13,510,203

資産合計 18,512,045 18,525,860
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 652,329 603,837

1年内返済予定の長期借入金 562,168 530,276

未払金 1,427,848 1,417,458

未払法人税等 91,351 188,062

賞与引当金 257,560 196,568

店舗閉鎖損失引当金 830 610

その他 426,222 465,831

流動負債合計 3,418,310 3,402,643

固定負債

長期借入金 403,082 145,704

長期未払金 251,621 237,339

株式給付引当金 11,922 13,866

退職給付に係る負債 6,201 6,047

資産除去債務 400,231 401,574

長期預り保証金 89,783 89,162

その他 117,014 113,178

固定負債合計 1,279,856 1,006,871

負債合計 4,698,166 4,409,515

純資産の部

株主資本

資本金 7,178,109 7,178,109

資本剰余金 4,280,379 4,280,379

利益剰余金 2,300,606 2,581,430

自己株式 △185,896 △185,456

株主資本合計 13,573,198 13,854,462

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 210,161 252,459

為替換算調整勘定 29,745 8,498

その他の包括利益累計額合計 239,907 260,958

非支配株主持分 772 923

純資産合計 13,813,878 14,116,344

負債純資産合計 18,512,045 18,525,860
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 13,104,476 13,213,846

売上原価 4,037,173 3,954,312

売上総利益 9,067,302 9,259,533

販売費及び一般管理費 8,505,938 8,722,690

営業利益 561,364 536,842

営業外収益

受取利息 1,623 1,634

受取配当金 17,453 15,345

為替差益 5,804 10,986

雑収入 13,276 14,313

営業外収益合計 38,158 42,280

営業外費用

支払利息 3,852 2,684

雑損失 1,618 259

営業外費用合計 5,471 2,943

経常利益 594,051 576,179

特別利益

固定資産売却益 144 －

投資有価証券売却益 1,933 31,959

特別利益合計 2,077 31,959

特別損失

固定資産除却損 13,143 6,326

減損損失 41,169 30,847

特別損失合計 54,313 37,174

税金等調整前四半期純利益 541,816 570,964

法人税、住民税及び事業税 96,250 122,250

法人税等調整額 18,505 8,698

法人税等合計 114,755 130,948

四半期純利益 427,060 440,015

非支配株主に帰属する四半期純利益 547 272

親会社株主に帰属する四半期純利益 426,513 439,742
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 427,060 440,015

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,643 42,297

為替換算調整勘定 △47,910 △21,368

その他の包括利益合計 △30,267 20,928

四半期包括利益 396,793 460,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 397,567 460,793

非支配株主に係る四半期包括利益 △773 150
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 541,816 570,964

減価償却費 260,305 248,756

減損損失 41,169 30,847

のれん償却額 53,681 53,322

為替差損益（△は益） △5,804 △10,986

投資有価証券売却損益（△は益） △1,933 △31,959

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,142 △60,991

株式給付引当金の増減額（△は減少） 3,082 2,834

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 131 △153

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △1,128 △220

受取利息及び受取配当金 △19,077 △16,980

支払利息 3,852 2,684

固定資産売却損益（△は益） △144 －

固定資産除却損 13,143 6,326

売上債権の増減額（△は増加） 8,712 △15

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,672 △13,158

仕入債務の増減額（△は減少） △84,705 △48,491

未払金の増減額（△は減少） △92,126 △128,904

その他 5,654 54,643

小計 690,159 658,518

利息及び配当金の受取額 17,984 16,296

利息の支払額 △3,780 △2,597

法人税等の支払額 △112,600 △46,594

営業活動によるキャッシュ・フロー 591,763 625,623

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 △404,601 △417,341

有形固定資産の売却による収入 144 398

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 58,040 88,239

長期貸付けによる支出 △4,253 △21,150

差入保証金の差入による支出 △11,716 △22,004

差入保証金の回収による収入 86,649 72,126

その他 △41,975 △4,705

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,713 △304,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △60,305 －

長期借入金の返済による支出 △295,764 △287,884

自己株式の取得による支出 △171,307 △449

配当金の支払額 △131,915 △158,462

リース債務の返済による支出 △37,584 △37,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △696,876 △484,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,075 △2,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △463,901 △165,604

現金及び現金同等物の期首残高 3,968,896 3,943,553

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,504,994 3,777,948
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（４）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）

　該当事項はありません。
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