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代表取締役社長   塩井 辰男

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。ここに、当社グループの第62 期（2022年２月期）
の業績と主な取り組みについてご報告いたします。
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●第62期（2022年2月期）連結業績サマリー

詳しくはIRサイトをご覧ください。
https://www.plenus.co.jp/ir/
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当期の経営概況と業績
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響に加え、原油価格の高騰や商品価格の上昇が個
人消費に影響を与えるなど、国内における消費活動は依然として厳
しい状況にあります。当フードサービス産業におきましては、国内
における緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の解除やワクチン接
種の進行により改善の兆しが見られつつあるものの、新たな変異株
が出現するなど依然として先行きが不透明な状況にあります。この
ような状況の中、当社グループにおきましては、お客様の満足度向
上に努めるべく、既存ブランドの成長によるさらなる事業基盤の強
化と、お客様や従業員の安全を考慮した店舗運営に注力しました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高はほっ
ともっとややよい軒の既存店売上高の増加により前期実績を上回り
ました。利益面につきましては、前述の既存店売上高の増加や粗利
改善により前期実績を上回りました。なお、経常利益は営業外収益
に助成金収入を計上したこと、親会社株主に帰属する当期純利益に
つきましては、店舗等の固定資産に係る減損損失を計上したことが
主な要因であります。

今後の取り組みについて
　国内の市場環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の感
染が再拡大するなど先行きが不透明な状況にあるだけでなく、原材
料やエネルギー価格の高騰、人件費の上昇等引き続き厳しい事業環
境が続くと予想されます。このような状況の中、当社グループは
チェーン全体の売上規模拡大と店舗収益の改善を成長戦略として継
続的な企業価値の向上を目指してまいります。ほっともっとにつき
ましては、当社グループ工場で製造した商材を活用したキャンペー
ン展開やターゲットを明確にした販売戦略の実行とともに、ネット
注文やデリバリーの強化などで既存店売上高の増加を目指してまい
ります。やよい軒につきましては、ターゲットを明確にした販売戦

略を実行するとともに、リニューアルしたアプリや券売機の機能を
活用した販売促進施策で既存店売上高の増加を目指してまいります。
ＭＫレストランにつきましては、ほっともっとややよい軒で蓄積し
てきたマーケティングのノウハウの有効活用による販売強化等で既
存店売上高の回復を目指すとともに、店舗営業力の強化や設備投資
による店舗運営の効率化を行うことで収益改善を目指してまいりま
す。新規出店につきましては、国内は既存店舗の体制強化や今後の
出店拡大に向けた高収益モデルの確立に努めるため国内 48 店舗を
計画し、海外は 15 店舗を計画しております。また、当社グループ
工場につきましては、稼働率の向上や安定稼働、生産性の向上によ
る更なる収益性の向上を目指してまいります。なお、海外事業につ
きましては、地域特性に合わせた事業展開を推進することで事業の
黒字化を目指すとともに、出店拡大に向けた新規モデルの構築を目
指してまいります。

第63期（2023年2月期）の連結業績予想
　通期の連結業績は、売上高 1498 億円（前期比 4.7％増）、営業利
益 60 億 60 百万円（前期比 49.5％増）、経常利益 65 億 30 百万円（前
期比 13.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益 30 億 40 百万円

（前期比 36.5％増）と予想しております。

配当金について
　当社は、継続的かつ安定的な配当を実施することを前提に、明確
な基準に基づく配分の実施を基本方針としております。具体的には、
年間配当金 1 株あたり 60 円または、年間配当性向 50％を達成する
金額のいずれか高い額をお支払いすることとしております。
　上記方針に基づき、第 62 期の配当金につきましては、１株当た
り 60 円（内、中間配当金 30 円）とさせていただきました。なお、
第 63 期につきましては、1 株当たり 60 円（内、中間配当金 30 円）
を予定しております。



今期は前期施策の継続や強化に加え、出店に向けた仕組
みを構築し、今後の出店拡大を推進していきます。
　当社は高品質でお手頃価格の商品をお客様に提供することで業績向上を図
るため工場などに大規模な投資を行い、メーカー機能をもった小売チェーン
への転換を大きな戦略として推進してまいりました。その結果、前期は厳し
い事業環境にありましたが増収増益となりました。
　今期は前期施策の継続や強化によって売上高の増加を目指すとともに、今
後の出店に向けた仕組みの構築を行い、来期以降の出店拡大や利益の最大化
に取り組んでまいります。

やよい軒の券売機や公式アプリが新しくなり、
より便利になりました。
　新券売機は、18 ブランドのキャッシュレス決済への対応や QR コード読み
取り機能を活用した豊富なクーポン提供が可能となりました。また、大型画
面で使いやすくなっています。
　新『やよい軒公式アプリ』では、新商品・キャンペーン情報の確認やメニュー
の閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文い
ただける機能などもご利用可能です。また、新券売機で利用できるサイドメ
ニューなどのお得なクーポン券を定期的に配信いたします。

当社は、 株主の皆様のお声を頂戴して、 IR活動を充実させたいと考えており
ます。つきましては、 アンケートサイトにアクセスしていただき、アンケー
トにご協力いただきますようお願い申し上げます。

アンケートサイトはこちら
https://questant.jp/q/IAUUEPQG

商 号
創 業
設 立
資 本 金
福 岡 本 社
東 京 本 社
従 業 員 数

株式会社プレナス（英文名  PLENUS Co., Ltd.）
1960年3月
1976年11月
34億61百万円
福岡県福岡市博多区上牟田一丁目 19 番 21 号
東京都中央区日本橋茅場町一丁目 7 番 1 号
1,178 名
上記従業員のほか、パートタイマーの期中平均雇用人員
は 4,782 名（1日8時間換算）であります。

会社概要（2022 年 2 月 28 日現在）

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主総数

92,568千株
44,392千株

64,496 名

株式の状況（2022 年 2 月 28 日現在）

決算期
定時株主総会
株主確定日
　定時株主総会
　剰余金の配当　　
単元株式数
公告方法

株主名簿管理人及び
特別口座管理機関
　株主名簿管理人
　事務取扱場所
　郵便物送付先及び
　電話お問合せ先

2月末日
毎年 5 月

2月末日
中間：8 月 31 日、期末：2 月末日
100株
電子公告により行います。

（当社ホームページに掲載。）
但し、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場
合は、日本経済新聞に掲載して行います。
みずほ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 3 号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　　0120-288-324

■証券会社等の口座に記録された株式
　お取引のある証券会社等へお問合せください。
■特別口座に記録された株式　　　　　　　　　　　　
　みずほ信託銀行株式会社（特別口座管理機関）へお問合せください。
　電話　　0120-288-324

株主メモ

株式事務手続きについて

株主優待制度について
当社の株主優待制度は、「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」
で「株主お買物優待券」をご利用いただける制度です。当社グループ店
舗をご利用いただき、当社グループの商品・サービスに対するご理解
を深めていただければ幸いです。
■株主優待制度の内容　

毎年 2 月末日現在の株主名簿に 1 年以上継続して記載、または記
録された株式数に応じて「株主お買物優待券」を贈呈させていただ
きます。
　● 100 株以上 1,000 株未満
　 　500 円分の「株主お買物優待券」5 枚（2,500 円相当）
　● 1,000 株以上
　　 500 円分の「株主お買物優待券」10枚（5,000 円相当）

※「1年以上継続保有」とは「当年2月末日現在の株主名簿に記載または
記録され、かつ、同じ株主番号で前年の 2 月末日、8 月末日に記載
されていること」といたします。

※株主名簿に記載されている株主番号が変更されると「株主お買物優待
券」の贈呈対象とならないことがございます。
・名義変更や別の証券会社への移管などによって、株主名簿の登録が
  変更された場合
・証券会社の貸株サービスなどをご利用されている場合
・所有株式を全て売却し、再度当社株式を購入した場合

トピックス

　　　　　　　　 株式会社プレナス
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町一丁目 7 番 1 号 日本橋弥生ビルディング
https://www.plenus.co.jp/

アンケートご協力のお願い

アンケート実施期間
2022 年
 7 月 31日（日）まで

～第 62期
（～2022/2）

第63期～
（2022/3 ～ 2023/2）

第 64期～
（2023/3 ～）

出店・FC 化の推進

販促やオペレーションの効率化

サプライチェーンマネジメントの効率化

ほっともっとグリルなど新モデル店舗の開発

※ 新アプリのクーポンは、テイクアウト・デリバリーのご利用は対象外です。
※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ 有人レジまたはセルフレジを設置している一部店舗は、新券売機を導入しておりません。

アプリの
ダウンロードは
こちらから

出店拡大

利益の最大化


