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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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1四半期 3,113 12.8 608 39.2 611 34.2 421 44.4

29年3月期第1四半期 2,760 △6.7 436 △34.4 455 △28.9 291 △28.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　413百万円 （51.5％） 29年3月期第1四半期　　273百万円 （△30.5％）

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1四半期 12.04 ―

29年3月期第1四半期 8.18 ―

（注）平成29年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　また、平成30年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

　　　記載しておりません。

(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

30年3月期第1四半期 19,100 4,376 22.8 124.60

29年3月期 20,143 4,337 21.5 123.78

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 4,362百万円 29年3月期 4,334百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 7.00 ― 9.02 16.02

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成29年３月期第２四半期末配当金の内訳　　普通配当　７円50銭　創業35周年記念配当　１円50銭

平成29年３月期期末配当金の内訳　　　　　　　 普通配当　９円17銭　創業35周年記念配当　１円83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、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) 5,786 4.2 1,119 26.6 1,111 23.0 750 109.2 21.44

通期 12,408 7.8 2,774 46.5 2,761 44.5 1,870 67.7 53.41

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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1Q 48,604,200 株 29年3月期 48,604,200 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 13,589,639 株 29年3月期 13,589,639 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 35,014,561 株 29年3月期1Q 35,689,447 株

※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

（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、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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高3,113百万円（前年同期比12.8％増）、営業利

益608百万円（同39.2％増）、経常利益611百万円（同34.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益421百万円

（同44.4％増）となり、前年同期に比べ増収、増益となりました。

当第１四半期連結累計期間は、レストラン事業において前期期末より継続するパーティや接待などの法人需要の

安定的な増加、及び前連結会計年度に実施した既存店への各種施策効果により既存店が堅調に推移したことに加え、

前連結会計年度に開業した３つのホテル「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島」（平成28年７月開業）、「THE

HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 熱海」（同年10月開業）、「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原」（同年12月

開業）が期初より寄与した結果、売上、利益ともに前年同期を大幅に上回る結果となりました。

前連結会計年度から本格的にスタートしたホテル事業は、「滞在するレストラン」という当社独自のコンセプト

を基盤に展開し、それぞれが立地する地域の特性を活かした料理と当社が培ってきたサービスを提供するホテルと

して高い評価を得ており、開業以来その認知が国内外へ広がると共に、宿泊客数の順調な伸びも見られ、堅調に推

移しております。

また当社グループは、ホテル事業の次なるフェーズを見据えた開業候補地の選定と出店計画を着実に進めており、

将来の売上寄与に向けて弛まぬ歩みを続けております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,042百万円減少し、19,100百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が331百万円、およびNTT都市開発株式会社との資本業務提携に伴う建物及び構築物

の売却等により、有形固定資産が589百万円減少したことによるものであります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ1,081百万円減少し、14,724百万円となりました。これは主に、有利子負債が

950百万円減少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に比べ38百万円増加し、4,376百万円となりました。これは主に、利益剰余金が36百万

円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に公表いたしました「平成29年３月期 決算

短信」に記載された内容から変更はございません。

　

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、潜在的なリスクや

不確定要素が含まれております。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,245,154 6,913,518

売掛金 516,982 461,516

原材料及び貯蔵品 1,407,216 1,394,400

その他 409,299 318,285

貸倒引当金 △26 △23

流動資産合計 9,578,627 9,087,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,014,035 5,202,791

土地 1,029,532 1,029,586

その他（純額） 1,625,204 1,847,113

有形固定資産合計 8,668,772 8,079,491

無形固定資産 45,729 42,876

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,540,578 1,564,913

その他 331,869 347,849

貸倒引当金 △22,011 △22,046

投資その他の資産合計 1,850,436 1,890,716

固定資産合計 10,564,938 10,013,085

資産合計 20,143,565 19,100,782
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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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 342,243 363,538

1年内返済予定の長期借入金 3,830,309 3,926,183

未払法人税等 151,000 211,000

その他 1,334,285 1,081,528

流動負債合計 5,657,838 5,582,250

固定負債

長期借入金 9,743,421 8,700,440

資産除去債務 257,482 292,378

その他 147,390 149,711

固定負債合計 10,148,294 9,142,530

負債合計 15,806,132 14,724,781

純資産の部

株主資本

資本金 1,213,540 1,213,540

資本剰余金 1,464,120 1,464,120

利益剰余金 8,346,024 8,382,448

自己株式 △6,771,161 △6,771,161

株主資本合計 4,252,524 4,288,948

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 81,588 73,770

その他の包括利益累計額合計 81,588 73,770

新株予約権 3,320 13,282

純資産合計 4,337,433 4,376,001

負債純資産合計 20,143,565 19,100,782
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

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

売上高 2,760,343 3,113,187

売上原価 1,150,551 1,189,281

売上総利益 1,609,792 1,923,905

販売費及び一般管理費 1,172,826 1,315,687

営業利益 436,965 608,218

営業外収益

為替差益 12,245 -

協賛金収入 6,729 6,631

業務委託料収入 1,312 4,264

受取賃貸料 3,083 -

その他 4,378 5,437

営業外収益合計 27,749 16,333

営業外費用

支払利息 6,538 9,288

為替差損 - 1,565

その他 2,493 2,335

営業外費用合計 9,031 13,189

経常利益 455,683 611,362

特別利益

固定資産売却益 - 6,419

特別利益合計 - 6,419

特別損失

減損損失 21,864 -

特別損失合計 21,864 -

税金等調整前四半期純利益 433,818 617,782

法人税、住民税及び事業税 120,014 190,215

法人税等調整額 21,823 5,982

法人税等合計 141,838 196,198

四半期純利益 291,979 421,584

親会社株主に帰属する四半期純利益 291,979 421,584
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

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

四半期純利益 291,979 421,584

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △18,912 △7,817

その他の包括利益合計 △18,912 △7,817

四半期包括利益 273,067 413,766

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 273,067 413,766

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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。

（重要な後発事象）

（自己株式の処分及び株式の売出し）

平成29年７月３日開催の取締役会において、以下のとおり、自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うこ

とについて決議いたしました。

なお、公募による自己株式の処分（一般募集）は、平成29年７月19日に払込みが完了し、当社株式の売出し

（オーバーアロットメントによる売出し）は、平成29年７月20日に受け渡しが完了しております。

１．公募による自己株式の処分（一般募集）

（１）募集方法 一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。

（２）募集株式の種類及び数 当社普通株式 8,700,000株

（３）処分価格 １株につき 618円

（４）処分価格の総額 5,376,600,000円

（５）払込金額 １株につき 592.48円

（６）払込金額の総額 5,154,576,000円

（７）払込期日 平成29年７月19日

２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）売出方法 一般募集の需要状況等を勘案したうえで行われるＳＭＢＣ日興証券株式会

社が当社株主である平松博利から借り入れた当社普通株式の売出し

（２）売出株式数 当社普通株式 1,300,000株

（３）売出人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（４）売出価格 １株につき 618円

（５）売出価格の総額 803,400,000円

（６）受渡期日 平成29年７月20日

３．ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分

（１）募集株式数 当社普通株式 1,300,000株（上限）

（２）払込金額 １株につき 592.48円

（３）払込金額の総額 770,224,000円（上限）

（４）申込予定期日 平成29年８月15日

（５）払込予定期日 平成29年８月16日

４．調達資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限5,917,886,000円については、

平成30年７月までに2,236,000,000円をTHE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 沖縄・宜野座（仮称）の新規出店

に係る設備投資資金に、平成32年６月までに2,949,000,000円をホテル（軽井沢御代田）の新規出店に係る設

備投資資金に、残額を平成32年９月までにホテル（那須温泉）の新規出店に係る設備投資資金に充当する予

定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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