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2020年3⽉期
第２四半期業績決算説明



2020年３⽉期第２四半期決算の概況について
（会社計：ハイライト・前年同期⽐較）

Ikka Dining Project .,Ltd.  

当第２四半期の売上⾼・経常利益は前年同期⽐で増収・減益。当期純利益は、第１四半期の投資有価
証券の償還による営業外損失、周辺の都市開発によるテナントの⽴退きの決定に伴う減損損失の計上
により前年同期⽐で減益で着地いたしました。

単位（百万円）
19.3月期	
第２四半期	

構成比	
20.3月期	
第２四半期	

構成比	 前期差	 増減率	

売上高	 3,314 100.0％ 3,847 100.0％ 532 16.1％

売上総利益	 2,206 66.6％ 2,559 66.5％ 352 16.0％

販売費および	
一般管理費	

2,206 66.6％ 2,547 66.2％ 341 15.5％

営業利益	 ０ 0.0％ 11 0.3％ 10 1848.3％

経常損益	 ０ 0.0％ -28 － -28 －

当期純損失	 -３ － -43 － -39 －



Ikka Dining Project .,Ltd.  

飲⾷事業は前年同期⽐で増収・増益で着地いたしました。
売上⾼拡⼤に伴い、本部コストが固定費化し営業利益率が上昇。

【売上⾼】
・既存店売上⾼は100.2％と好調に
 推移。
・前期OPEN10店舗の売上⾼の寄与
 および今期OPEN10店舗による増
 加。

【売上総利益】
・既存業態より原価率が⾼い新業態
 の出店などにより原価率が上昇。

【販売費及び⼀般管理費】
①店舗増による経費増加。
・⼈件費 ・⽔道光熱費
・広告宣伝費 ・地代家賃
・採⽤費・消耗品・減価償却費等
②外形標準課税による事業税増加。

【営業利益】
・新規出店での売上⾼拡⼤に伴い、
 本部コストが固定費化したことに
 より、営業利益率が上昇。

 第1〜２四半期は、当初出店計画6店舗に対し、出店を加速し、新業態「爆⾟
スパゲッティ専⾨店⻘とうがらし」、「⼤衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」を
含む計10店舗（前年同期⽐+1店舗）を新規出店いたしました（第１四半期４
店舗、第２四半期６店舗出店）。その為、前期に⽐べ開業コスト等が増加して
おりますが、出店時期を早め集中して出店した分、より第３〜４四半期への売
上・利益の寄与も⼤きくなる⾒込みです。通期12店舗の出店計画に対し、今期
は新業態を含む新規15店舗を出店を⾒込んでおります。

単位（百万円）

2020年３⽉期第２四半期決算の概況について
（飲⾷事業：ハイライト・前年同期⽐較）

19.3月期	
第２四半期	

構成比	
20.3月期	
第２四半期	

構成比	 前期差	 増減率	

売上高	 2,212 100.0％ 2,753 100.0％ 541 24.5％

売上総利益	 1,576 71.2％ 1,943 70.6％ 367 23.3％

販売費および	
一般管理費	

1,596 72.1％ 1,900 69.0％ 304 19.1％

営業損益	 -19 － 43 1.6 62 －



Ikka Dining Project .,Ltd.  

ブライダル事業は前年同期⽐で減収・減益で着地いたしました。
【売上⾼】
・新規来館数は上昇
・成約率の低下により婚礼施⾏件
 数が減少
・少⼈数婚のニーズが⾼まる中、
 ⼤型婚礼の取込強化などにより
 婚礼組⼈数・組単価は上昇。

【売上総利益】
・婚礼ディスカウント率の上昇
 による原価圧迫。

【販売費および⼀般管理費】
・婚礼客数、宴席売上⾼上昇に
 伴うアウトソーシング費の増加。
・HPリニューアル、下半期に予
 定していた外部販促撮影の前
 倒しでの実施などによる広告
 宣伝費の増加。
・婚礼送客件数増加による⽀払
 ⼿数料の増加。

 ⼤⼿⼝コミサイトで都内１位を獲得したことなどにより、来館数は好調に推移し
た⼀⽅、結婚式⾃体を検討している段階で来館されたお客様の増加等により⼀時的
に成約率が低下した結果、婚礼施⾏件数が減少。その中、⼤型婚礼の取組み強化に
より、婚礼の組⼈数・組単価は上昇いたしました。婚礼ディスカウント率上昇によ
る原価圧迫、婚礼客数・宴席売上⾼上昇に伴うアウトソーシング費の増加、集客強
化のためのHPリニューアル、下半期に予定していた外部販促撮影の前倒しでの実施
などによる広告宣伝費の増加および婚礼送客件数増加による⽀払⼿数料の増加など
により営業利益は前年同期⽐で減益で着地いたしました。今後、さらに外部販促媒
体との連携、SNSや⼝コミ販促の強化を継続して⾏い、さらなる来館数・成約率の
向上、サービス⼒の向上に注⼒してまいります。

単位（百万円）

2020年３⽉期第２四半期決算の概況について
（ブライダル事業：ハイライト・前年同期⽐較）

19.3月期	
第２四半期	

構成比	
20.3月期	
第２四半期	

構成比	 前期差	 増減率	

売上高	 1,101 100.0％ 1,093 100.0％ -8 -0.8％

売上総利益	 630 57.2％ 615 56.3％ -14 -2.3％

販売費および	
一般管理費	

609 55.4％ 647 59.2％ 37 6.2％

営業損益	 20 1.8％ -32 － -52 －



2020年３⽉期第２四半期決算の概況について
（会社計：通期業績予想進捗）

Ikka Dining Project .,Ltd.  

単位（百万円）

第１四半期および第２四半期は繁忙期に向けた飲⾷事業の新規出店、⼈材採⽤などにより費⽤が先⾏し
ておりますが、概ね当初計画どおりに進捗していることから、当初の業績予想を据え置いております。

セグメント別売上⾼・営業利益

■飲⾷事業
 売上⾼   2,753百万円
 営業利益  43百万円

■ブライダル事業
 売上⾼   1,093百万円
 営業利益  -32百万円

 当初計画において、第１四半期および第２四半期は、飲⾷事業の最⼤繁忙期である12⽉に向け集中して出店を進める
⽅針であり、それに伴い第１四半期は新卒の採⽤に加え、キャリア社員の採⽤を積極的に⾏ってまいりました。それに
よる採⽤費、⼈員増での⼈件費増などは当初計画に織り込んでおります。第１四半期において投資有価証券の償還によ
る営業外損失を35,418千円計上しておりますが、それについても当初計画に盛り込んでおります。その他、周辺地域の
再開発によるテナントの⽴退きの決定に伴い、当該店舗の固定資産について減損損失28,212千円を計上いたしましたが、
今後新規出店した店舗の売上等の寄与が⾒込まれることから、当初計画における通期の業績予想は据え置いております。

20.3月期	
第２四半期	

構成比	
20.3月期	
通期予想	

構成比	
通期予想に対する	

達成率	

売上高	 3,847 100.0％ 8,211 100.0％ 46.8%

売上総利益	 2,559 66.5% 5,548 67.6％ 46.1%
販売費および一般
管理費	 2,547 66.2% 5,147 62.7％ 49.5%

営業利益	 11 0.3% 400 4.9％ 2.8%

経常損益	 -28 － 359 4.4％ －

当期純損益	 -43 － 218 2.7％ －



Ikka Dining Project .,Ltd.  

飲⾷事業・ブライダル事業ともに第３四半期に売上・利益ともに増加する傾向にあります。

業績の季節変動について

　当社において、過去の実績からも第３四半期において通期利益に対しての利
益寄与の割合が他四半期に⽐べ⾮常に⾼くなる傾向にあります。その要因とし
て、飲⾷事業では忘年会等の需要が⾼まる12⽉の客数の増加、ブライダル事業
での、婚礼の需要が⾼まる10〜11⽉の施⾏件数の増加などにより売上が増加す
る⼀⽅、第１〜２四半期において、飲⾷事業の新規出店を集中し、それに伴う
出店コストや⼈員確保のための採⽤費、新卒⼊社での⼈員増による⼈件費の増
加などにより、費⽤が先⾏する形になりますが、第３四半期は第１〜２四半期
に新規出店した店舗の売上の寄与もあり、より売上⾼および営業利益が増加す
る傾向があります。 
 当期の計画においてもその傾向は同様であり、今後、既存店舗数が増加して
いくことで、その偏重は徐々に緩やかになっていく⾒込みであります。



（注） 1.既存店とは、新規開店した⽉を除き、18ヶ⽉以上経過した店舗としております。だだし、改装等により稼働していない期間があった店舗は当該⽉を除外しております。
    2.直営店舗のみを対象としております。

既存店売上⾼前年⽐推移
Ikka Dining Project .,Ltd.  

屋台屋博多劇場の戦略的な値下げなどにより、既存店客単価は前年同期⽐97.6％と減少した⼀⽅、こ
だわりもん⼀家業態・屋台屋博多劇場業態ともにリピーター客数の増加により既存店客数は前年同期
⽐102.7％と増加し、既存店売上⾼（こだわりもん⼀家業態・屋台屋博多劇場業態）は前年同期⽐
100.2％で推移しております。



新規出店の状況について
Ikka Dining Project .,Ltd.  

新業態の「爆⾟スパゲッティ専⾨店⻘とうがらし」・「⼤衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」を含む10
店舗を新規出店し、直営店は合計66店舗となりました。
通期12店舗の出店計画に対し、今期は新業態を含む新規15店舗を出店⾒込み。

■店舗数推移

■山手線沿線都心部への出店	
屋台屋博多劇場　新橋3号店	

■西東京エリアへの出店	
屋台屋博多劇場　調布店	

■出店数内訳

■神奈川県への出店	
屋台屋博多劇場　藤沢店	
■千葉県郊外エリアへの出店	
屋台屋博多劇場　おおたかの森店・柏２号店	
こだわりもん一家　木更津店	

東京
エリア

千葉
エリア

神奈川
エリア 合計

５
店舗

４
店舗

1
店舗

10
店舗

■新業態店舗の出店	
爆辛スパゲッティ専門店青とうがらし	
代々木店・町田店・新宿西口店	
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん　柏店	



The Place of Tokyo 婚礼施策
Ikka Dining Project .,Ltd.  

The Place of Tokyoの強みを活かしながら、継続して来館数・成約率の向上、
サービス⼒向上を図っております。

■⾃社ブライダルHPのブラッシュアップ（⾃社HP直予約数増加)
■継続的な⼝コミサイト、Instagramなどの販促強化
■送客カウンターとの連携強化
■「なし婚」層へのアプローチ（キャンペーンの実施）

来館数向上

成約率向上

組⼈数増加

サービス⼒向上

■新規接客オペレーションのブラッシュアップ
■ブライダルフェアのブラッシュアップ
■プランナー育成（社内ロールプレイングの継続的な実施）
■プランナーの外部研修の活⽤

■多⼈数の披露宴向けのプランのブラッシュアップ
■⼈数UPキャンペーンの打ち出し

■社内サービス勉強会の実施
■当式場で結婚式を挙げたお客様を対象とした
 周年イベント「Place of Family〜家族が家族と
 過ごす場所〜」を開催し、昨年の2倍の集客を実現。



Ikka Dining Project .,Ltd.  

ブライダル事業は、既存施設の「The Place of Tokyo」の安定的な収益確保を継続しつつ、主⼒業態で
ある「屋台屋博多劇場」中⼼の出店戦略により飲⾷事業を拡⼤。

全社 7,078 100.0％
飲⾷事業 4,896 69.2％

ブライダル事業 2,181 30.8％

（百万円）

■2019年3⽉期実績

全社 8,211 100.0％
飲⾷事業 5,862 71.4％

ブライダル事業 2,349 28.6％

（百万円）

セグメント別売上構成⽐（前年実績・今期予想⽐較）

■2020年3⽉期予想

69.2%

30.8% 

飲食事業 ブライダル事業 

71.4%

28.6% 

飲食事業 ブライダル事業 




