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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12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 ％

30年3月期第3四半期 11,618 △0.5 300 ― 302 ― 258 ―

29年3月期第3四半期 11,672 △0.2 △25 ― △45 ― △181 ―

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　298百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　△141百万円 （―％）

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

30年3月期第3四半期 9.94 9.92

29年3月期第3四半期 △6.98 ―

(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 ％

30年3月期第3四半期 9,539 5,303 55.5

29年3月期 9,441 5,007 52.9

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 5,292百万円 29年3月期 4,994百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00 ―

30年3月期（予想） 0.00 0.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,600 0.3 290 248.1 277 346.5 94 ― 3.54

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 無

(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） 30年3月期3Q 26,579,527 株 29年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 618,975 株 29年3月期 618,648 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 25,960,736 株 29年3月期3Q 25,961,072 株

※四半期決算短信は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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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については、添付資料2ページの「1.当四半期決算に関する定性的情報　（3）連結業績予想などの将来業績予測情
報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善など景気は緩やかな回復基調で推

移しました。しかしながら、英国のＥＵ離脱問題や米国の新政権移行に伴う世界経済の不確実性により、国内景気

の先行きは引き続き不透明な状況にあります。

外食産業におきましては人手不足による人件費の高騰に直面しており、経営環境は厳しい状況が続いておりま

す。

このような状況の中で、当社は堅実な店舗運営と着実な収益構造の確立を図ってまいりました。

当社は愚直なまでにお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」の実現を徹底し

ております。こうした観点から、従来から継続して取り組んでまいりました店舗に係る内部監査、衛生監査及び営

業監査の更なる内容の充実に取り組み、理念の徹底を図っております。

以上の取り組みの結果、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は、116億18百万円で前年同期比99.5％と

なりました。

利益面につきましては、前期の店舗閉鎖に伴い売上高は減少したものの、既存店の売上高は増加しました。また

効率化のための諸施策の実施により主に人件費が減少し、営業利益は3億円（前年同期は営業損失25百万円）、経常

利益3億2百万円（前年同期は経常損失45百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億58百万円（前年同期は

親会社株主に帰属する四半期純損失1億81百万円）となりました。

なお、当第3四半期連結会計期間末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」20店舗、「和食れすとらん天狗

（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）」36店舗、「テング酒場（「蔵BAR BECO2」含む）」66店舗の合計122店舗であり

ます（内フランチャイズ2店舗）。

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて98百万円増加し、95億39百万円となり

ました。この主な要因といたしましては、敷金及び保証金が60百万円減少したことに対し、棚卸資産が94百万円、

有形固定資産が68百万円増加したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億97百万円減少し、42億35百万円となりました。その主な要因といたし

ましては、長期借入金の返済により長期借入金が3億1百万円減少したことによるものであります。

また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2億95百万円増加し、53億3百万円となりました。その

主な要因といたしましては、利益剰余金が2億58百万円増加したことによるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の連結業績予想につきましては、現時点において平成29年11月10日付「業績予想の修正に関するお

知らせ」で公表いたしました連結業績予想に変更はございません。

※業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確定要素

を含んでおります。そのため、実際の業績等は、今後の様々な要因の変化等により予想数値と異なる可能性があ

ります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,746,839 1,756,295

売掛金 155,365 153,030

たな卸資産 180,229 274,553

その他 384,497 322,818

貸倒引当金 △51,291 △42,782

流動資産合計 2,415,640 2,463,914

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,408,760 8,481,804

減価償却累計額 △6,681,513 △6,710,621

建物及び構築物（純額） 1,727,247 1,771,183

機械及び装置 1,403,870 1,386,996

減価償却累計額 △1,102,051 △1,065,783

機械及び装置（純額） 301,819 321,212

工具、器具及び備品 1,767,937 1,779,315

減価償却累計額 △1,567,752 △1,571,967

工具、器具及び備品（純額） 200,185 207,348

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 1,808 -

有形固定資産合計 2,476,165 2,544,848

無形固定資産 154,765 170,056

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,182,290 4,121,546

その他 215,756 242,405

貸倒引当金 △2,900 △2,900

投資その他の資産合計 4,395,147 4,361,052

固定資産合計 7,026,077 7,075,956

資産合計 9,441,718 9,539,871
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 395,321 475,238

1年内返済予定の長期借入金 391,250 360,000

未払法人税等 146,323 83,866

資産除去債務 23,658 -

店舗閉鎖損失引当金 33,329 2,310

その他 819,644 964,088

流動負債合計 1,809,527 1,885,502

固定負債

長期借入金 635,000 365,000

退職給付に係る負債 1,079,821 1,065,420

役員退職慰労引当金 11,830 13,403

資産除去債務 114,361 114,812

その他 783,194 791,764

固定負債合計 2,624,206 2,350,400

負債合計 4,433,734 4,235,903

純資産の部

株主資本

資本金 5,257,201 5,257,201

資本剰余金 1,320,293 1,320,293

利益剰余金 △1,404,950 △1,146,827

自己株式 △234,517 △234,657

株主資本合計 4,938,027 5,196,010

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 58,890 76,695

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △73,041 △50,857

その他の包括利益累計額合計 56,144 96,133

新株予約権 13,812 11,824

純資産合計 5,007,984 5,303,968

負債純資産合計 9,441,718 9,539,871
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 11,672,392 11,618,966

売上原価 3,298,820 3,120,417

売上総利益 8,373,572 8,498,548

販売費及び一般管理費

人件費 4,420,930 4,320,155

退職給付費用 131,077 142,217

地代家賃 1,650,599 1,566,443

その他 2,196,926 2,169,057

販売費及び一般管理費合計 8,399,534 8,197,873

営業利益又は営業損失（△） △25,961 300,675

営業外収益

受取利息 418 241

受取配当金 4,501 4,647

受取賃貸料 4,289 4,289

固定資産受贈益 5,961 3,014

受取事務手数料 3,902 4,011

貸倒引当金戻入額 - 7,794

その他 5,318 9,354

営業外収益合計 24,390 33,353

営業外費用

支払利息 27,696 21,914

支払手数料 6,319 -

その他 9,780 10,016

営業外費用合計 43,795 31,930

経常利益又は経常損失（△） △45,366 302,097

特別利益

新株予約権戻入益 3,001 1,988

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,371 3,487

特別利益合計 12,373 5,475

特別損失

固定資産除却損 4,219 1,587

減損損失 28,874 -

店舗閉鎖損失 20,070 4,375

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,720 2,310

工場移転損失 17,656 -

固定資産処分損 21,647 13,769

その他 6,733 -

特別損失合計 102,922 22,042

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△135,916 285,530

法人税、住民税及び事業税 44,589 28,164

法人税等調整額 663 △756

法人税等合計 45,252 27,407

四半期純利益又は四半期純損失（△） △181,169 258,122

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△181,169 258,122
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △181,169 258,122

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29,722 17,804

退職給付に係る調整額 10,189 22,183

その他の包括利益合計 39,911 39,988

四半期包括利益 △141,257 298,111

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △141,257 298,111

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（セグメント情報等）

　当社グループは同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。
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