
第51期定時株主総会
2020年9月24日

株式会社 物語コーポレーション



本総会の次第

１.
２.
３.
４.
５.
６.

７.
８.

開会
議決権数の状況
監査役会の監査報告
報告事項のご報告
議案のご説明
議案の審議
ここで全てのご質問等をお受けします。
議案の採決
閉会



目的事項

1.第51期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2.第51期（2019年7月1日から2020年6月30日まで）
計算書類報告の件

報告事項

第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

決議事項
剰余金の処分の件
取締役10名選任の件
監査役1名選任の件
取締役（社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件



議決権数の状況

発行済株式の総数 6,026,654株

総株主数 8,859名

議決権を有する株主数 8,616名

議決権の個数 60,219個

2020年6月30日現在

（自己株式968株を除く）
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監査報告



第51期

事業報告
連結計算書類及び

計算書類の内容報告の件



事業の経過及び成果



当連結会計年度におけるわが国経済

先行き不透明な状況

企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に
緩やかな回復基調で推移

新型コロナウイルス感染症の影響により
経済活動は大幅な落ち込み



世界経済

景気後退が深刻化

米中貿易摩擦による不安定な政治動向

中国の景気減速等による
景気下方リスクへの懸念

新型コロナウイルス感染症の
急速な世界的拡大



外食業界において

厳しい経営環境は継続

原材料価格の高止まり

人手不足を背景とした人件費の上昇

地震や台風などの自然災害による影響



外食業界において

外食自粛等の影響により極めて厳しい状況

店舗の休業や時短営業の実施により
過去に例をみないほど経営環境は深刻化

新型コロナウイルス感染症防止

緊急事態宣言解除後は感染拡大防止策を
実施しながら営業を再開したものの



郊外ロードサイドへの積極的な出店

グループ全体で540店舗を展開

寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵

丸源ラーメン

焼肉きんぐ



直営・FC・海外を合わせたグループ店舗売上高

グループ店舗売上高は900億円を達成
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新メニュー開発

既存店舗の内外装の変更

既存店舗の取り組み

店舗の収益改善に向けた施策を推進

スマホ向け販促アプリ



店舗開発の取り組み

新業態の開発と育成を進める



海外事業の拡充

世代交代と業務執行体制の
一層の強化を目的とした機構改革

経営戦略

中長期的な成長の実現に向けた基盤づくり

人財の採用や教育面の強化



特別損失に12億1,934万円を計上
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新型コロナウイルス感染症拡大による影響

104.5
107.4

101.3
103.5 104.8

99.0

102.7

97.2 96.1

90.0

100.0

110.0
（％）

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2019年6月期 2020年6月期

直営店売上高



親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （前期比 84.4％減）

4億5,676万円

売上高 （前期比 1.6％減）
579億6,059万円

営業利益 （前期比 22.8％減）
30億3,358万円

経常利益 （前期比 35.3％減）
30億2,850万円経常利益 （前期比 35.3％減）
30億2,850万円

営業利益 （前期比 22.8％減）
30億3,358万円

売上高 （前期比 1.6％減）
579億6,059万円

当期の業績



部門別の出店概要



焼肉部門

直営店の売上高 300億8,847万円

当連結会計年度中の出店数 18店舗
（焼肉きんぐ 17店舗・熟成焼肉 肉源 1店舗）

直営・FC グループ全体の店舗数 252店舗



ラーメン部門

当連結会計年度中の出店数 14店舗
（丸源ラーメン 13店舗 ・ 熟成醤油ラーメン きゃべとん 1店舗）

直営・FC グループ全体の店舗数 163店舗

直営店の売上高 84億3,322万円



お好み焼部門

直営・FC グループ全体の店舗数 31店舗

直営店の売上高 17億5,478万円



ゆず庵部門

当連結会計年度中の出店数 10店舗
（寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 10店舗）

直営・FC グループ全体の店舗数 78店舗

直営店の売上高 105億1,817万円



専門店部門

直営店舗数 5店舗

直営店の売上高 8億7,687万円

当連結会計年度中の出店数 1店舗
（牛たん大好き 焼肉はっぴぃ 1店舗）



フランチャイズ部門・その他部門

売上高 41億9,687万円

当連結会計年度中の出店数 9店舗

売上高 20億9,217万円

当連結会計年度中の出店数 2店舗

フランチャイズ部門

その他部門



当連結会計年度末における店舗数

直営・FC グループ全体の店舗数 540店舗
（直営店308店舗・フランチャイズ店221店舗・海外11店舗）



資金調達の状況

新株予約権の行使に伴う増資 578万円

金融機関からの短期借入金 7億円
金融機関からの長期借入金 70億円



設備投資の状況

36店舗の新規出店

設備投資の総額 41億1,720万円

1店舗の改装

4店舗の改修



連結貸借対照表
招集ご通知29ページ



負債合計

純資産合計

資産合計
資産合計

384億2,228万円

連結貸借対照表

流動資産
固定資産

130億6,481万円
253億5,747万円



負債合計

純資産合計

負債合計
209億2,916万円

資産合計
384億2,228万円

連結貸借対照表

流動負債
固定負債

138億2,941万円
70億9,975万円



純資産合計

連結貸借対照表

負債合計
209億2,916万円

資産合計
384億2,228万円 純資産合計

174億9,311万円



連結貸借対照表

1株当たりの純資産 2,888円25銭

前年度末比 34円53銭減少



連結損益計算書
招集ご通知30ページ



売上高

連結損益計算書
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連結損益計算書

販売費及び一般管理費 349億6,556万円

売上総利益 379億9,915万円

売上高 579億6,059万円

営業利益 30億3,358万円

前年度比 8億9,941万円減益



経常利益 30億2,850万円

営業外費用 1億 233万円

営業外収益 9,725万円

営業利益 30億3,358万円

連結損益計算書

前年度比 16億5,832万円減益



親会社株主に帰属する
当期純利益 4億5,676万円

法人税等 7億2,352万円

特別損失 18億5,158万円

経常利益 30億2,850万円

連結損益計算書

前年度比 24億8,170万円減益



1株当たりの当期純利益 75円85銭

連結損益計算書

前年度比 412円48銭減益



連結株主資本等変動計算書
招集ご通知31ページ



個別の計算書類
招集ご通知32～34ページ



連結注記表
個別注記表
当社ウェブサイトに掲載



物語コーポレーションの
これからの成長計画

代表取締役社長 芝宮良之
副社長執行役員 加藤央之



アジアの外食マーケットへの積極的な展開を図り
さらなる事業拡大を目指す

第51期定時株主総会にて承認可決されることを条件としています

新たな“物語”に向けた新経営体制

新体制 現体制

芝宮 良之 代表取締役会長 取締役会議長
店舗・立地開発担当

代表取締役社長 取締役会議長
店舗・立地開発担当

加藤 央之 代表取締役社長 副社長執行役員

岡田 雅道
代表取締役専務執行役員
グローバルマーケティング・営業統括
新業態開発担当

取締役専務執行役員
グローバルマーケティング・営業統括
新業態開発担当



代表取締役会長 芝宮良之

1977年 外食産業 デニーズ入社
約30年間、店舗運営、マネジメント、
経営戦略に携わる

2006年 物語コーポレーション入社
14年にわたり立地・店舗開発に携わり
約450店舗の新規出店に関与
今後も当社グループの成長・発展に
寄与していく

芝宮良之の略歴
1954年生まれ（66歳）

趣味：旅行・食べ歩き



代表取締役社長 加藤央之

2009年 物語コーポレーション入社
在籍約11年のうち主として店舗運営・
新規業態開発に携わる
これまでの知識・経験を生かし今後も
開発型トップとして当社グループを
牽引していく

加藤央之の略歴
1986年生まれ（34歳）

趣味：外食・ゴルフ



代表取締役専務執行役員 岡田雅道

2001年 物語コーポレーション入社

2011年 専門店事業部を主として統括

2016年 物語（上海）企業管理有限公司
総経理に就任

2017年 グローバルマーケティング・営業統括・
新業態開発部門を担当

岡田雅道の略歴
1977年生まれ（42歳）

趣味：釣り、キャンプ



新型コロナウイルス緊急事態宣言下での当社の対応

国内外グループ店舗の臨時休業・自粛

手元流動性の確保

不採算店の撤退

経費削減対策の推進

従業員・パートナーの雇用確保

激変した環境に対応した販売施策



コロナ禍における今後の経営方針

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
（予想）

2022年
（予想）

2023年
（予想）

2025年
（予想）

① 変化に対応し続けて、地域一番店を目指す
② 郊外店ブランドの積極出店
③ 変化に対応した新業態開発
④ コスト削減・経営効率化の推進
⑤ 今後に備えた手元流動性の確保

～ ～

グループ店舗
売上高

1,500億円

連結売上高
1,000億円

中期経営計画「ビジョン2025」



代表取締役社長 加藤央之

2009年 物語コーポレーション入社
在籍約11年のうち主として店舗運営・
新規業態開発に携わる
これまでの知識・経験を生かし今後も
開発型トップとして当社グループを
牽引していく

加藤央之の略歴
1986年生まれ（34歳）

趣味：外食・ゴルフ



今後、開発で注力していくこと

1. 既存店の回復、攻めるフォーマットの積極出店
主要フォーマットの回復スピードにこだわり、
新たなチャレンジやブラッシュアップを繰り返し行う

2. 新たな成長エンジンの開発

国内、海外ともに次の成長エンジンとなる新業態を開発する

3. 成長を支える開発型人財の育成
経営理念「Smile&Sexy」の実践による議論文化の醸成と、
開発型人財育成の仕掛けを数多く行う



1. 既存店の回復、攻めるフォーマットの積極出店

 北海道・関西地区への出店拡大
 関東・東海・九州地区へのドミナ
ント出店強化

攻めるフォーマットを積極出店

 北海道への実験店舗出店
 九州・中部・東北地区へのドミナ
ント出店強化



消費行動の変化に対応した商品・サービスの開発
収益性向上をねらう積極的な改装やフォーマットの開発

再フォーマット化に向け業態の磨き込みを推進

1. 既存店の回復、攻めるフォーマットの積極出店



2. 新たな成長エンジンの開発

ニーズの変化に対応した新業態開発

国内 海外

新業態・新事業の開発



3. 成長を支える開発型人財の育成

“個”の成長にこだわる人財育成体制

開発理論BOOK

議論文化

経営理念

開発力の源泉 育成の仕掛け

ブランドBOOK

ストアコンパリゾン

開発本部への公募



中期経営計画「ビジョン2025」
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次期連結会計年度の業績見通し

増収増益を計画

（単位：百万円）
2021年6月期

計画（構成比） 前年比（％）

売上高 69,106 119.2％

営業利益 3,960 130.5％

経常利益 4,300 141.9％
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,327 509.4％



配当政策

新規上場以来13期連続の増配を目指します
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第51期定時株主総会
2020年9月24日

株式会社 物語コーポレーション



剰余金の処分の件

第1号議案

招集ご通知41ページ



剰余金の処分の件

配当方針
収益実績に弾力的に対応かつ

安定的な配当

将来の事業展開と財務体質の強化に
備えるために必要な内部留保の充実

財政状況、収益状況及び配当性向等を
総合的に勘案



剰余金の処分の件

１.普通株式1株につき 金40円

２.配当総額 241,066,160円

３.効力発生日 2020年9月25日

年間配当金 金95円

期末配当に関する事項



取締役10名選任の件

第2号議案

招集ご通知42～48ページ



取締役10名選任の件

芝宮 良之 加藤 央之 岡田 雅道

津寺 毅髙橋 康忠 木村 公治

小林 佳雄 笠原 盛泰

西川 幸孝 澄川 雅弘
（社外取締役候補者）

（社外取締役候補者） （社外取締役候補者）

（新任取締役候補者）

（新任取締役候補者）



監査役1名選任の件

第3号議案

招集ご通知49ページ



監査役1名選任の件

（社外監査役候補者）

天城 武治



取締役 社外取締役を除く に対する
譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件

第4号議案

招集ご通知50～51ページ

( )



取締役（社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

固定 変動

基本報酬 株式報酬型
ストック・オプション 譲渡制限付株式報酬

現行制度
（2019年度まで）

●
（年額3億円以内）

●
（年額2,400万円以内）

ー

新制度
（2020年度以降）

●
（年額3億円以内）

ー ●
（年額9,000万円以内）

* すでに付与済のものを除き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止

（*）



第51期定時株主総会
2020年9月24日

株式会社 物語コーポレーション



議案採決



剰余金の処分の件

第1号議案

招集ご通知41ページ



取締役10名選任の件

第2号議案

招集ご通知42～48ページ



監査役1名選任の件

第3号議案

招集ご通知49ページ



取締役 社外取締役を除く に対する
譲渡制限付株式の付与のための

報酬決定の件

第4号議案

招集ご通知50～51ページ

( )



第51期定時株主総会
2020年9月24日

株式会社 物語コーポレーション
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