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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第３四半期の連結業績（平成27年３月１日～平成27年11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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年２月期第３四半期 69,779 38.1 4,647 45.5 5,012 47.9 2,363 94.9

27年２月期第３四半期 50,521 34.9 3,195 9.1 3,388 14.7 1,212 △11.2
(注) 包括利益 28年２月期第３四半期 2,929百万円( 123.5％) 27年２月期第３四半期 1,310百万円(△18.2％)
　

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

28年２月期第３四半期 75.12 －

27年２月期第３四半期 38.53 －
　

(注)平成26年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首
に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を算定しております。

　

（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 ％

28年２月期第３四半期 73,312 21,894 22.8

27年２月期 47,034 19,676 32.4
(参考) 自己資本 28年２月期第３四半期 16,699百万円 27年２月期 15,248百万円
　　　

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

27年２月期 － 34.00 － 11.34 ―

28年２月期 － 16.50 －

28年２月期(予想) 18.50 35.00
(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

(注２)平成26年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。このため、平成27年２月期
期末配当金及び平成28年２月期第２四半期末配当金、平成28年２月期（予想）期末配当金については、当該株式
分割を考慮した額を記載しております。

(注３)配当予想の修正については、平成28年１月14日公表の「配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧くだ
さい。

　

３．平成28年２月期の連結業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29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 102,000 47.2 6,600 58.5 7,200 64.2 4,000 △38.4 127.13
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信 （宝印刷）  2016年01月13日 17時30分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） 株式会社ＫＲフードサービス 、 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 ： 有
　　

（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 ： 有

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) 28年２月期３Ｑ 31,574,214株 27年２月期 31,574,214株

② 期末自己株式数 28年２月期３Ｑ 111,015株 27年２月期 111,015株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期３Ｑ 31,463,199株 27年２月期３Ｑ 31,463,290株

　
(注)平成26年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。このため、前連結会計年度の期首

に株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　本四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きが終了して
おり、平成28年１月13日付で四半期レビュー報告書を受領しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に掲載されている業績の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
判断する一定の基準に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではございません。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。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
ての注意事項については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国経済をはじめとする海外景気の下振れリスクがあること

から、依然として先行き不透明な状況が続いているものの、政府・日銀による経済政策や金融政策等の効果により、

企業収益や雇用情勢の改善がみられるほか、訪日観光客によるインバウンド消費の増加などにより、全体として緩

やかな回復基調で推移しております。

外食産業におきましては、引き続き円安基調に伴う原材料価格の高止まりや物流費の上昇、人手不足による人件

費の上昇等、依然として厳しい経営環境が続いております。

こうした環境の中、当社グループは、好立地への積極的な新規出店を実施したほか、各グループ事業会社におい

てメニューの開発・刷新や来店動機につなげるべく付加価値のある営業施策等を実施し、既存店の店舗力の向上を

図ったことに加え、近年のインバウンド消費の増加に対応すべく専門部署を立ち上げる等、訪日外国人の獲得にも

積極的に取り組んでまいりました。

　また、店舗展開につきましては、新規Ｍ＆Ａの実施により、第２四半期連結会計期間に株式会社ＫＲフードサー

ビスの106店舗、当第３四半期連結会計期間に株式会社アールシー・ジャパンの３店舗が新たに連結の範囲に加わる

一方で、優良案件に絞り込んだ出店や商況の変化に合わせた業態変更及び撤退等の迅速な判断を行い、グループ直

営店舗では67店舗の新規出店、23店舗の撤退を実施した結果、当第３四半期連結累計期間末における業務受託等を

含む連結店舗数は758店舗となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は69,779百万円(前年同期比38.1％増)、営業利益は4,647

百万円(前年同期比45.5％増)となり、経常利益は5,012百万円(前年同期比47.9％増)、四半期純利益は2,363百万円

(前年同期比94.9％増)となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産の部)

当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4,563百万円増加し、22,274百万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金が1,155百万円減少、売掛金が288百万円、有価証券が4,499百万円増加

したことによるものです。

当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ21,715百万円増加し、51,037百万円

となりました。この主な要因は、建物及び構築物が5,547百万円、子会社の新規連結等によりのれんが7,811百万円

増加したことによるものです。

(負債の部)

当第３四半期連結会計期間末の負債の残高は、前連結会計年度末に比べ24,059百万円増加し、51,417百万円とな

りました。この主な要因は、短期借入金が13,903百万円、未払金1,404百万円、長期借入金が3,751百万円増加した

ことによるものです。

(純資産の部)

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,218百万円増加し、21,894百万円とな

りました。この主な要因は、利益剰余金が1,487百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当期の見通しといたしまして、当社グループは、更なる競争力強化を目的とした『グループ連邦経営』を推進さ

せ、グループ事業会社の育成、経営人材の育成、本社機能の強化等に取り組むことにより、グループ全体として更

なる成長を図ってまいります。

当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね順調に推移しており、平成28年２月期の通期の業績予想につきまして

は、平成27年10月14日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

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

第１四半期連結会計期間より、平成27年３月６日付で当社及び連結子会社である株式会社クリエイト・レストラ

ンツとの共同新設分割（簡易分割）により、新たに株式会社グルメブランズカンパニーを設立し、連結子会社とい

たしました。なお、株式会社グルメブランズカンパニーは、特定子会社には該当いたしません。

また、第２四半期連結会計期間において、平成27年６月30日付で株式会社ＫＲフードサービスの株式99.8％、平

成27年８月31日付で株式会社アールシー・ジャパンの全株式を取得し、新たに子会社といたしました。

なお、株式会社KRフードサービスは特定子会社に該当し、株式会社アールシー・ジャパンは特定子会社には該当

いたしません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、一部の連結子会社を除き、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

損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、税引前四半期純損益に当該見積り実効税率を乗じて

計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間

に基づく割引率から単一の加重平均割引率へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

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27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,802,302 12,646,771

売掛金 2,586,662 2,875,477

有価証券 － 4,499,694

原材料及び貯蔵品 308,076 465,874

前払費用 503,175 809,415

その他 511,120 977,157

流動資産合計 17,711,337 22,274,390

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,895,989 16,443,507

その他（純額） 2,807,288 5,872,409

有形固定資産合計 13,703,278 22,315,917

無形固定資産

のれん 7,876,057 15,687,889

その他 58,299 1,821,559

無形固定資産合計 7,934,356 17,509,449

投資その他の資産

差入保証金 5,885,282 8,393,787

その他 1,800,015 2,818,838

投資その他の資産合計 7,685,298 11,212,626

固定資産合計 29,322,933 51,037,993

資産合計 47,034,270 73,312,384
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,971,472 2,780,884

短期借入金 5,792,960 19,696,789

未払金 2,175,104 3,579,845

未払費用 1,988,919 2,109,001

未払法人税等 488,589 1,488,681

賞与引当金 178,968 331,288

ポイント引当金 － 242,333

株主優待引当金 70,614 46,674

店舗閉鎖損失引当金 111,800 87,429

資産除去債務 112,265 142,322

その他 1,361,073 1,787,492

流動負債合計 14,251,769 32,292,742

固定負債

社債 40,000 990,000

長期借入金 10,362,560 14,114,031

役員退職慰労引当金 33,397 43,718

退職給付に係る負債 141,666 499,678

資産除去債務 1,465,557 1,923,472

その他 1,063,265 1,553,816

固定負債合計 13,106,446 19,124,716

負債合計 27,358,215 51,417,458

純資産の部

株主資本

資本金 1,012,212 1,012,212

資本剰余金 4,576,030 4,576,030

利益剰余金 8,976,570 10,464,068

自己株式 △20,323 △20,323

株主資本合計 14,544,490 16,031,987

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △83 △849

為替換算調整勘定 692,249 664,358

退職給付に係る調整累計額 11,877 4,001

その他の包括利益累計額合計 704,043 667,509

少数株主持分 4,427,520 5,195,427

純資産合計 19,676,054 21,894,925

負債純資産合計 47,034,270 73,312,384
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 50,521,487 69,779,938

売上原価 14,090,530 20,032,383

売上総利益 36,430,957 49,747,555

販売費及び一般管理費 33,235,709 45,099,790

営業利益 3,195,248 4,647,764

営業外収益

受取補償金 100,000 －

協賛金収入 210,248 434,277

その他 73,865 115,139

営業外収益合計 384,114 549,417

営業外費用

支払利息 159,472 149,179

その他 31,603 35,427

営業外費用合計 191,075 184,606

経常利益 3,388,286 5,012,575

特別利益

負ののれん発生益 － 205,257

特別利益合計 － 205,257

特別損失

減損損失 503,238 134,597

固定資産除却損 47,087 38,433

店舗閉鎖損失 64,915 28,438

店舗閉鎖損失引当金繰入額 15,467 5,114

持分変動損失 － 106,634

その他 7,269 42,916

特別損失合計 637,977 356,134

税金等調整前四半期純利益 2,750,309 4,861,699

法人税等 1,488,747 1,889,451

少数株主損益調整前四半期純利益 1,261,561 2,972,248

少数株主利益 49,213 608,790

四半期純利益 1,212,348 2,363,457
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,261,561 2,972,248

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 1,624 △766

為替換算調整勘定 47,455 △27,891

退職給付に係る調整額 － △14,403

その他の包括利益合計 49,079 △43,061

四半期包括利益 1,310,641 2,929,187

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,261,428 2,326,924

少数株主に係る四半期包括利益 49,213 602,262
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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。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日)

報告セグメントの概要

当社グループは店舗による飲食提供を主な事業としており、報告セグメントは当該事業のみであるため、

記載を省略しております。

　当第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日)

報告セグメントの概要

当社グループは店舗による飲食提供を主な事業としており、報告セグメントは当該事業のみであるため、

記載を省略しております。
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