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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第31期

第２四半期累計期間
第32期

第２四半期累計期間
第31期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 5,206,542 6,120,744 10,975,267

経常利益 (千円) 631,780 722,515 1,270,153

四半期(当期)純利益 (千円) 377,572 463,953 712,100

持分法を適用した場合の投資利
益

(千円) － － －

資本金 (千円) 327,908 331,752 329,732

発行済株式総数 (株) 2,557,350 10,277,600 10,248,600

純資産額 (千円) 3,236,643 3,991,474 3,549,051

総資産額 (千円) 5,268,611 6,306,778 5,795,144

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 37.15 45.25 69.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 36.70 44.87 68.93

１株当たり配当額 (円) 10.00 7.00 12.50

自己資本比率 (％) 61.4 63.3 61.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 399,749 563,239 1,237,960

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △338,922 △452,994 △642,985

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △81,884 33,363 △148,921

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,126,059 2,736,779 2,593,170
 

 

回次
第31期

第２四半期会計期間
第32期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 21.04 23.08
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は持分法適用会社がないため記載しておりません。

４　当社は平成27年10月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割、及び平成28年１月１日付

で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。第31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（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額を算定しております。

５　当社は平成27年10月１日付で普通株式１株につき普通株式２株に株式分割、平成28年１月１日付で普通株式

１株につき普通株式２株に株式分割しておりますが、１株当たり配当額については当該株式分割を考慮して

おりません。
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２ 【事業の内容】

　　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券届出書に記載した事業等のリス

クについての重要な変更はありません。

 

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢の改善は見られるものの、円高に伴う企業収益の停滞感か

ら個人消費が伸び悩み、全体的に力強さを欠く状況で推移しました。また米国の利上げ観測に伴う新興国経済の減速

や中国経済の減速、さらに英国のＥＵ離脱問題による欧州経済の不透明感の高まり等、海外情勢の懸念もあり、依然

として先行き不透明感が払拭できない状況にありました。

外食業界におきましては、原材料価格の高騰や人材需給の逼迫に伴う人件費の増加、更には消費者の節約志向の高

まりや業界内の顧客獲得競争が激化の一途を辿っている等、経営環境は引続き厳しい状況にありました。

このような環境のもと、当社の当第２四半期累計期間の売上高は、6,120百万円となりました。当社の主力業態は

「や台や」業態、「や台ずし」業態、「ニパチ」業態及び「これや」業態であり、その中でも「や台ずし」業態を中

心に新規出店に努めてまいりました。

「や台ずし」業態は新規出店17店舗を実施し、店舗数が133店舗（フランチャイズ含む）となり、総店舗数の60.7％

を占めております。新鮮な魚介類をお値打ち感の高いメニューで提供することにより、当業態の売上高は3,934百万円

(前年同期比24.1％増)となりました。「や台ずし」業態は全国的に業績が堅調に推移しております。当業態は本格職

人にぎりの新鮮な魚介類を用いたすしを低価格で食すことができ、且つ居酒屋メニューも合わせて食すことができる

という“寿司屋が居酒屋メニューを提供する”業態であります。良い商材を使い、お値打ち感の高い商品の提供を徹

底することで、お客様からのご支持を頂いたものと考えております。

また「ニパチ」業態は全品280円（税抜）均一低価格居酒屋でコストパフォーマンスの高い料理を提供する業態であ

ります。当業態は新規出店３店舗を実施し、店舗数が67店舗となり、総店舗数の30.6％を占めております。当業態の

売上高は1,758百万円(前年同期比7.0％増)となりました。当業態へのニーズは常に一定程度存在するため、地方都市

においては堅調に推移いたしました。

当累計期間につきましては、実験店として、以前に出店しておりました串カツ居酒屋である「これや」をリニュー

アルし新業態として開発致しました。当業態を不採算店から業態転換することで収益改善に取り組み順調に推移致し

ました。なお、業態転換することで当業態は６店舗となり、今後新規出店も含めて展開していく予定であります。

以上の結果、店舗数につきましては、新規出店20店舗、退店２店舗、業態転換６店舗を実施し、平成28年９月30日

現在の店舗数は219店舗（フランチャイズ含む）となりました。また、当第２四半期累計期間における売上高は6,120

百万円(前年同期比17.6％)、営業利益は573百万円(同10.9％)、経常利益は722百万円(同14.4％)となり、四半期純利

益は463百万円(同22.9％)となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社ヨシックス(E30656)

四半期報告書

 4/19



 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における資産の部は6,306百万円、負債の部は2,315百万円、純資産の部は3,991百万円であ

り、自己資本比率は63.3％となりました。

　

（流動資産）

流動資産につきましては前事業年度末に比べ277百万円増加し、3,794百万円となりました。これは主に現金及び預

金が223百万円、及び未収入金が45百万円増加したことによるものであります。

　

（固定資産）

固定資産につきましては前事業年度末に比べ234百万円増加し、2,512百万円となりました。これは主に建物が106百

万円、及び工具器具備品が92百万円増加したことによるものであります。

　

（流動負債）

流動負債につきましては前事業年度末に比べ５百万円減少し、1,640百万円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が18百万円減少したことによるものであります。

　

（固定負債）

固定負債につきましては前事業年度末に比べ74百万円増加し、675百万円となりました。これは主に長期借入金が51

百万円増加したことによるものであります。

　

（純資産）

純資産につきましては前事業年度末に比べ442百万円増加し、3,991百万円となりました。これは主に利益剰余金が

438百万円増加したことによるものであります。

 

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

て143百万円増加し、2,736百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は前年同四半期に比べ163百万円増加し、563百万円となりました。これは主に、

税引前四半期純利益98百万円の増加及び未払消費税等の減少額61百万円の減少によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は前年同四半期に比べ114百万円増加し、452百万円となりました。これは主に、

固定資産の取得による支出111百万円の増加によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、得られた資金は33百万円(前年同四半期は、使用した資金81百万円)となりました。これは主

に、長期借入れによる収入100百万円によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 10,277,600 10,277,600

東京証券取引所
(市場第一部)

名古屋証券取引所
(市場第一部)

当社の単元株式数は
100株であります。

計 10,277,600 10,277,600 ― ―
 

(注)　当社株式は平成28年９月29日付で東京証券取引所市場第二部から東京証券取引所市場第一部に指定されまし

た。また、同日付で名古屋証券取引所市場第二部から名古屋証券取引所市場第一部に指定されました。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年７月１日～
平成28年９月30日

29,000 10,277,600 2,020 331,752 2,020 359,857
 

(注)　新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(6) 【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社吉岡 名古屋市東区徳川町1212番地 3,020,000 29.38

吉岡　昌成 名古屋市東区 2,123,500 20.66

吉岡　光代 名古屋市東区 897,200 8.73

吉岡　裕太郎 名古屋市東区 400,000 3.89

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23-1 368,000 3.58

サントリー酒類株式会社 東京都港区台場２丁目３-３ 368,000 3.58

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８-11 353,300 3.44

瀬川　雅人 名古屋市中川区 200,000 1.95

ＢＡＲＣＬＡＹＳ 　ＢＡＮＫ 　
ＰＬＣ　Ａ/Ｃ　ＣＬＩＥＮＴ　
ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ　Ａ/Ｃ　
ＰＢ 　ＣＡＹＭＡＮ 　ＣＬＩＥ
ＮＴＳ
（常任代理人　バークレイズ証
券株式会社）

１　ＣＨＵＲＳＨＩＬＬ　ＰＬＡＣＥ　ＬＯ
ＮＤＯＮ　Ｅ14　５ＨＰ
（東京都港区六本木６丁目10番１号）

104,900 1.02

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11-３号 103,700 1.01

計 ― 7,938,600 77.24
 

　(注)　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　353,300株

　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　103,700株
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,276,800
102,768 (注)１

単元未満株式 700 ― (注)２

発行済株式総数 10,277,600 ― ―

総株主の議決権 ― 102,768 ―
 

　(注)１　権利制限に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

　　　２　単元未満株式には当社所有の自己株式61株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

  平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ヨシックス 名古屋市東区徳川町502番地 100 ― 100 0.0

計 ― 100 ― 100 0.0
 

 

 

 

２ 【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成28年７月１日から平成28年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,213,170 3,436,779

  売掛金 80,635 76,596

  完成工事未収入金 58 946

  たな卸資産 ※1  87,187 ※1  93,416

  その他 136,318 186,869

  貸倒引当金 △50 －

  流動資産合計 3,517,319 3,794,608

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,272,171 1,379,086

   その他 439,138 546,272

   有形固定資産合計 1,711,310 1,925,358

  無形固定資産 6,940 6,069

  投資その他の資産 ※2  559,574 ※2  580,740

  固定資産合計 2,277,825 2,512,169

 資産合計 5,795,144 6,306,778

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 373,715 355,704

  1年内返済予定の長期借入金 63,342 66,663

  未払金 434,573 438,367

  未払法人税等 338,858 336,394

  その他 435,141 443,127

  流動負債合計 1,645,631 1,640,256

 固定負債   

  長期借入金 105,026 156,691

  役員退職慰労引当金 302,906 313,922

  その他 192,530 204,433

  固定負債合計 600,462 675,046

 負債合計 2,246,093 2,315,303

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 329,732 331,752

  資本剰余金 357,837 359,857

  利益剰余金 2,860,626 3,298,958

  自己株式 △202 △289

  株主資本合計 3,547,993 3,990,278

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,057 1,196

  評価・換算差額等合計 1,057 1,196

 純資産合計 3,549,051 3,991,474

負債純資産合計 5,795,144 6,306,778
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 5,206,542 6,120,744

売上原価 1,683,203 1,977,542

売上総利益 3,523,339 4,143,201

販売費及び一般管理費 ※  3,006,247 ※  3,569,575

営業利益 517,091 573,626

営業外収益   

 協賛金収入 111,494 145,287

 その他 3,557 3,827

 営業外収益合計 115,052 149,115

営業外費用   

 支払利息 353 226

 その他 10 －

 営業外費用合計 363 226

経常利益 631,780 722,515

特別利益   

 受取補償金 22,880 47,160

 特別利益合計 22,880 47,160

特別損失   

 固定資産除却損 568 2,276

 減損損失 － 14,859

 特別損失合計 568 17,136

税引前四半期純利益 654,092 752,539

法人税、住民税及び事業税 272,823 291,144

法人税等調整額 3,697 △2,557

法人税等合計 276,520 288,586

四半期純利益 377,572 463,953
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 654,092 752,539

 減価償却費 126,603 162,116

 長期前払費用償却額 3,669 4,119

 減損損失 － 14,859

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,712 11,016

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △51

 受取利息及び受取配当金 △625 △752

 支払利息 353 226

 固定資産除却損 568 2,276

 受取補償金 △22,880 △47,160

 売上債権の増減額（△は増加） 16,153 3,151

 たな卸資産の増減額（△は増加） △4,699 △6,229

 仕入債務の増減額（△は減少） △34,843 △6,658

 未払金の増減額（△は減少） 38,139 3,794

 未払消費税等の増減額（△は減少） △90,842 △29,209

 前受収益の増減額（△は減少） 1,663 △2,140

 長期前受収益の増減額（△は減少） 11,384 12,403

 その他 △45,108 △47,759

 小計 664,340 826,541

 利息及び配当金の受取額 625 752

 利息の支払額 △373 △240

 法人税等の支払額 △264,842 △310,974

 補償金の受取額 － 47,160

 営業活動によるキャッシュ・フロー 399,749 563,239

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △480,000 △620,000

 定期預金の払戻による収入 420,000 540,000

 固定資産の取得による支出 △238,854 △350,754

 差入保証金の差入による支出 △32,824 △21,423

 差入保証金の回収による収入 3,312 2,174

 貸付金の回収による収入 2 82

 長期前払費用の取得による支出 △10,333 △3,984

 その他 △225 913

 投資活動によるキャッシュ・フロー △338,922 △452,994

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 － △87

 長期借入れによる収入 － 100,000

 長期借入金の返済による支出 △46,700 △45,014

 配当金の支払額 △50,700 △25,574

 ストックオプションの行使による収入 15,516 4,040

 財務活動によるキャッシュ・フロー △81,884 33,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,057 143,609

現金及び現金同等物の期首残高 2,147,116 2,593,170

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,126,059 ※  2,736,779
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【注記事項】

　(会計方針の変更等）

　(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報

告第32号 平成28年６月17日)を第１四半期会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 
 
 
 
(四半期貸借対照表関係)

※1　 たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

　　　
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

原材料及び貯蔵品 82,549千円 93,416千円

未成工事支出金 4,638千円 －千円
 

 

※2　 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

投資その他の資産 135千円 135千円
 

　

(四半期損益計算書関係)

※　 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日)

役員報酬及び給与手当 1,544,292千円 1,883,112千円

法定福利費 135,706千円 162,714千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,712千円 11,016千円

消耗品費 182,581千円 202,559千円

水道光熱費 225,962千円 233,997千円

減価償却費 126,603千円 162,116千円

地代家賃 363,116千円 416,696千円

長期前払費用償却 3,669千円 4,119千円

貸倒引当金繰入額 △0千円 △51千円
 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日)

現金及び預金 2,786,059千円 3,436,779千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △660,000千円 △700,000千円

現金及び現金同等物 2,126,059千円 2,736,779千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年
６月26日

定時株主総会
普通株式 50,700 20.00

平成27年
３月31日

平成27年
６月29日

利益剰余金

 

　

２　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるも

の

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年
11月６日

臨時取締役会
普通株式 25,573 10.00

平成27年
９月30日

平成27年
11月30日

利益剰余金

 

　

当第２四半期累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年
６月28日

定時株主総会
普通株式 25,621 2.50

平成28年
３月31日

平成28年
６月29日

利益剰余金

 

　

２　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるも

の

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年
11月７日

臨時取締役会
普通株式 71,942 7.00

平成28年
９月30日

平成28年
11月30日

利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、飲食事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は次のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

(1)　１株当たり四半期純利益金額 37円 15銭 45円 25銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 377,572 463,953

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 377,572 463,953

普通株式の期中平均株式数(株) 10,161,751 10,251,929

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 36円 70銭 44円 87銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 124,220 86,167

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注)　当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割、平成28年１月１日付で普

通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しており

ます。
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(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

 
２ 【その他】

第32期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当について、平成28年11月７日開催の取締役会にお

いて、平成28年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

 
　①　配当金の総額 71百万円

　②　１株当たりの金額 ７円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年11月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成28年11月11日

株式会社ヨシックス

　取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   岡　　野　　英　　生　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   豊　　田　　裕　　一　　㊞

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヨシッ

クスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第32期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨシックスの平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

 

　以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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