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 (百万円未満切捨て) 

１．平成 31年２月期第１四半期の連結業績（平成 30年３月１日～平成 30年５月 31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 ％ 

31年２月期第１四半期 30,689 2.4 1,709 △14.1 1,933 △8.6 761 △16.6 

30年２月期第１四半期 29,960 5.0 1,990 13.1 2,114 11.8 914 5.4  
(注) 包括利益 31年２月期第１四半期 890 百万円( △27.9 ％)  30年２月期第１四半期 1,236 百万円( 26.1 ％) 
  

 
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 

31年２月期第１四半期 8.07 8.06 

30年２月期第１四半期 9.68 9.61 
  

（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 ％ 

31年２月期第１四半期 74,104 26,741 26.4 

30年２月期 72,222 26,548 28.0  
(参考) 自己資本 31年２月期第１四半期 19,585 百万円  30年２月期 20,197 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 

30年２月期 － 5.00 － 5.00 10.00 
31年２月期 －     

31年２月期(予想)  6.00 － 6.00 12.00  
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
  

３．平成31年２月期の連結業績予想（平成30年３月１日～平成31年２月28日） 
 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 
親会社の所有者
に帰属する当期

利益 

基本的１株当た
り当期利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期(累計) － － － － － － － － － － － 
通期 125,000 － 7,600 － 7,400 － 5,100 － 4,000 － 42.38  

(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
  

(注２）当社は、平成31年２月期通期連結会計期間より、日本基準に替えて国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）を任意適用い
たします。このため、平成31年２月期の連結業績予想は、ＩＦＲＳに準拠した数値を表示しております。 



※ 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 ： 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 ： 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) 31年２月期１Ｑ 94,722,642株 30年２月期 94,722,642株

② 期末自己株式数 31年２月期１Ｑ 333,275株 30年２月期 333,275株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期１Ｑ 94,389,367株 30年２月期１Ｑ 94,389,367株
　
　

※ 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
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、添付資料の２ページを参照してくださ
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31年２月期 第１四半期決算短信

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果、企業収益や雇用環境の改善等を背景に、緩

やかな回復基調が続いているものの、海外における不安定な政治動向や地政学的リスクの継続等の影響が懸念され

るなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。

外食産業におきましては、消費者マインドが緩やかに改善しつつあるものの、物流費の上昇に伴う原材料価格の

高止まりや、長引く人手不足による人件費の上昇等、引き続き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、３月に東京ミッドタウン日比谷の地下１階にある「HIBIYA FOOD HALL」の

運営を一括受託し、グループ事業会社３社で８店舗出店したほか、商業施設や繁華街・駅前、郊外ロードサイド立

地へ和カフェ業態や餃子居酒屋業態等それぞれの専門業態や新しい業態を計画的に出店いたしました。また、当第

１四半期連結累計期間より、株式会社クリエイト・ベイサイドの17店舗を新たに連結の対象に加えたほか、業態変

更や改装を積極的に行い、グループ全体では23店舗の新規出店、４店舗の撤退を実施した結果、当第１四半期末に

おける業務受託店舗等を含む連結店舗数は899店舗となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は30,689百万円(前年同期比2.4％増)、営業利益1,709百

万円(前年同期比14.1％減)、経常利益1,933百万円(前年同期比8.6％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益761百

万円(前年同期比16.6％減)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１四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1,533百万円増加し、19,561百万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金が349百万円増加したこと等によるものです。

当第１四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347百万円増加し、54,542百万円とな

りました。この主な要因は、のれんが169百万円減少した一方で、有形固定資産が419百万円増加したこと等による

ものであります。

(負債の部)

当第１四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1,687百万円増加し、47,362百万円となり

ました。この主な要因は、短期借入金が3,000百万円減少した一方で、長期借入金が4,451百万円増加したこと等に

よるものであります。

(純資産の部)

当第１四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193百万円増加し、26,741百万円となり

ました。この主な要因は、利益剰余金が289百万円増加したこと等によるものであります。

（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、「グループ連邦経営」の強みである消費者ニーズ等に対する変

化対応力をさらに進化させるべく、引き続き新しいコアコンセプトブランドの開発、業態変更や改装の実施による

既存事業の収益性の向上に取り組み、事業基盤の強化を図ってまいります。また、Ｍ＆Ａにおきましても、引き続

き積極的に検討を行い、更なる企業価値の向上を目指してまいります。

また、当社は、国内外のＭ＆Ａ推進に向けた基盤整備、資本市場における国際的な比較可能性の向上、並びにグ

ループ内の会計基準の統一による経営管理の最適化等を目的として、平成31年２月期の通期業績より国際財務報告

基準（ＩＦＲＳ）を任意適用することとしております。

当第１四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31年２月期の通期の業績予想につきまして

は、平成30年４月25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31年２月期 第１四半期決算短信

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：百万円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,685 13,035

売掛金 2,614 3,140

原材料及び貯蔵品 550 535

その他 2,178 2,851

流動資産合計 18,028 19,561

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,337 20,766

その他（純額） 6,819 6,811

有形固定資産合計 27,157 27,577

無形固定資産

のれん 13,166 12,997

その他 1,710 1,679

無形固定資産合計 14,877 14,676

投資その他の資産

差入保証金 9,451 9,611

その他 2,708 2,677

投資その他の資産合計 12,159 12,288

固定資産合計 54,194 54,542

資産合計 72,222 74,104
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,641 3,105

短期借入金 3,000 －

1年内償還予定の社債 510 510

1年内返済予定の長期借入金 5,118 5,154

未払金 2,722 3,071

未払費用 2,001 2,527

未払法人税等 1,865 －

賞与引当金 620 690

ポイント引当金 266 250

株主優待引当金 364 240

店舗閉鎖損失引当金 22 10

資産除去債務 201 304

その他 1,355 1,973

流動負債合計 20,691 17,838

固定負債

社債 2,050 2,050

長期借入金 17,736 22,188

退職給付に係る負債 635 692

資産除去債務 2,658 2,710

その他 1,902 1,883

固定負債合計 24,983 29,523

負債合計 45,674 47,362

純資産の部

株主資本

資本金 1,012 1,012

資本剰余金 3,792 2,962

利益剰余金 14,947 15,237

自己株式 △20 △20

株主資本合計 19,732 19,191

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 486 415

退職給付に係る調整累計額 △21 △21

その他の包括利益累計額合計 465 394

非支配株主持分 6,350 7,155

純資産合計 26,548 26,741

負債純資産合計 72,222 74,104
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 29,960 30,689

売上原価 8,592 8,787

売上総利益 21,367 21,902

販売費及び一般管理費 19,376 20,193

営業利益 1,990 1,709

営業外収益

協賛金収入 153 149

その他 45 130

営業外収益合計 198 279

営業外費用

支払利息 49 42

その他 25 13

営業外費用合計 74 55

経常利益 2,114 1,933

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 7

消費税等免除益 261 －

その他 － 0

特別利益合計 261 7

特別損失

減損損失 213 62

店舗閉鎖損失引当金繰入額 9 6

その他 25 19

特別損失合計 248 88

税金等調整前四半期純利益 2,127 1,852

法人税等 883 889

四半期純利益 1,243 962

非支配株主に帰属する四半期純利益 329 200

親会社株主に帰属する四半期純利益 914 761
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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：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 1,243 962

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △7 △70

退職給付に係る調整額 △0 0

その他の包括利益合計 △7 △71

四半期包括利益 1,236 890

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 906 690

非支配株主に係る四半期包括利益 329 200
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、一部の連結子会社を除き、当第１四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。

　

決算短信（宝印刷） 2018年07月12日 09時43分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）

－　7　－




