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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

①連結業績について 

（単位：百万円） 

 

平成31年３月期第１四半期 令和２年３月期第１四半期

実績
対前年同期

増減額

対前年同期

増減率
実績

対前年同期

増減額

対前年同期

増減率

売上高 10,489 10 0.1%  10,908 418 4.0%

営業利益 △49 70 － 33 82 －

経常利益 △46 82 － 143 190 －

親会社株主に帰属する

四半期純利益
△76 △104 － 41 118 －

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、新規出店による店舗数の増加や、「にぎり長次郎」業態の

既存店が堅調に推移したことなどにより、増収となりました。 

営業利益につきましては、増収による効果と販管費の適切なコントロールにより、増益となりました。経常利益

及び親会社株主に帰属する四半期純利益は上記に加え、受取配当金の増加により増益となりました。 

 

②その他の施策について 

「和食さと」業態におきましては、核商品であるしゃぶしゃぶ・すきやき食べ放題「さとしゃぶ・さとすき」の

ブラッシュアップとして、期間限定で黒毛和牛が食べ放題になるプレミアムコースを販売した他、更に豪華な特選

料理が食べ放題となるデラックスコースの販売を開始するなど、来店頻度向上に向けた取り組みを継続して実施い

たしました。 

「天丼・天ぷら本舗 さん天」業態におきましては、海老天とじ丼などの新規定番商品の投入や、金目鯛やそら

豆、鱧などを使った期間限定メニューを販売し、顧客の来店頻度を高めるとともに、WEBグルメメディアを活用し

たWEBプロモーションを実施し、新たな顧客層の開拓に取り組みました。また、全店に自動発注システムを導入す

るなど生産性の向上に向けた取り組みを実施いたしました。 

「にぎり長次郎」業態におきましては、かつお、さより、あおりいか、のどぐろなど季節ごとの食材を使用した

キャンペーンを実施いたしました。また、海外初出店となるCHOJIROキャピタルスクウェア店（FC）をシンガポー

ルにオープンいたしました。 

「宮本むなし」業態では、牛タンや牛カルビなどを使用した期間限定商品を販売した他、ざるそばセットや平日

ランチ限定メニューを販売するなど、新規顧客の獲得と来店頻度向上に向けた取り組みを継続して実施いたしまし

た。 

「かつや」業態では、グランドメニューを変更し、かつ丼メニューの拡充を行った他、トマ玉チキンカツやカレ

ーうどんチキンカツ等の期間限定メニューなどを販売いたしました。 

 

当社グループは、外食事業の単一セグメントであるため、セグメントの業績に関する記載を省略しております。 
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〔当社グループ 業態別店舗数〕 

 

業態名
前連結会計

年度末
出店実績 閉店実績

当第１四半期

連結会計期間末

当連結会計年度

出店計画

和食さと 204（－） －（－） １（－） 203（－） ３（－） 

天丼・天ぷら本舗 さん天 43（１） －（－） －（－） 43（１） ２（－） 

なべいち １（－） －（－） －（－） １（－） １（－） 

夫婦善哉 １（－） －（－） －（－） １（－） －（－） 

にぎり長次郎※ 60（－） １（－） －（－） 61（－） ５（－） 

にぎり忠次郎 ７（－） １（－） －（－） ８（－） ２（－） 

都人 13（13） －（－） １（１） 12（12） －（－） 

めしや 宮本むなし 63（５） －（－） －（－） 63（５） ２（－） 

かつや 39（16） －（－） －（－） 39（16） ３（２） 

からやま １（－） －（－） －（－） １（－） ２（－） 

国内合計 432（35） ２（－） ２（１） 432（34） 20（２） 

海外店舗 10（６） ２（２） －（－） 12（８） 11（６） 

国内外合計 442（41） ４（２） ２（１） 444（42） 31（８） 

（ ）内はFC・のれん分け及び合弁事業店舗数 

※「にぎり長次郎」業態には「CHOJIRO」業態を含んでおります。 

 

（２）財政状態について 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、281億78百万円（前連結会計年度末比10億95百万円の減少）と

なりました。

流動資産は、105億56百万円（前連結会計年度末比11億69百万円の減少）となりました。これは主に、現金及び

預金の減少９億17百万円などであります。

固定資産は、175億15百万円（前連結会計年度末比77百万円の増加）となりました。これは主に、有形固定資産

のその他（純額）の増加１億52百万円などであります。 

流動負債は、65億96百万円（前連結会計年度末比４億４百万円の減少）となりました。これは主に、賞与引当金

の減少２億６百万円、買掛金の減少１億89百万円などであります。 

固定負債は、75億29百万円（前連結会計年度末比４億65百万円の減少）となりました。これは主に、社債の減少

２億42百万円、長期借入金の減少２億19百万円などであります。

純資産は、140億52百万円（前連結会計年度末比２億25百万円の減少）となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、令和元年５月10日の決算短信に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はあ

りません。
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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31年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(令和元年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 9,339,721 8,422,627 

売掛金 842,705 746,001 

商品 37,525 34,184 

原材料及び貯蔵品 669,858 705,027 

その他 836,339 648,756 

流動資産合計 11,726,151 10,556,597 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 3,177,471 3,201,441 

土地 2,832,185 2,832,185 

その他（純額） 2,573,877 2,725,962 

有形固定資産合計 8,583,534 8,759,589 

無形固定資産    

のれん 2,277,467 2,234,451 

その他 862,042 841,850 

無形固定資産合計 3,139,509 3,076,302 

投資その他の資産    

投資有価証券 609,408 557,435 

長期貸付金 956,431 936,315 

差入保証金 3,189,265 3,151,961 

繰延税金資産 594,539 665,242 

その他 374,657 396,346 

貸倒引当金 △9,121 △27,524 

投資その他の資産合計 5,715,181 5,679,778 

固定資産合計 17,438,225 17,515,670 

繰延資産 109,686 105,927 

資産合計 29,274,063 28,178,195 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成31年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(令和元年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 1,360,759 1,171,436 

1年内償還予定の社債 685,000 685,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,031,224 955,236 

未払金 2,005,408 2,347,744 

未払法人税等 285,691 123,438 

賞与引当金 366,631 160,256 

その他 1,266,708 1,153,701 

流動負債合計 7,001,422 6,596,813 

固定負債    

社債 3,995,000 3,752,500 

長期借入金 1,778,606 1,559,414 

再評価に係る繰延税金負債 82,947 82,947 

役員退職慰労引当金 27,753 27,753 

資産除去債務 703,696 715,878 

その他 1,407,109 1,390,641 

固定負債合計 7,995,112 7,529,134 

負債合計 14,996,535 14,125,948 

純資産の部    

株主資本    

資本金 8,532,856 8,532,856 

資本剰余金 4,981,675 4,981,675 

利益剰余金 1,363,313 1,205,829 

自己株式 △295 △295 

株主資本合計 14,877,549 14,720,065 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 190,195 149,843 

繰延ヘッジ損益 23,928 △4,882 

土地再評価差額金 △962,306 △962,306 

為替換算調整勘定 12,010 12,213 

その他の包括利益累計額合計 △736,172 △805,132 

非支配株主持分 136,150 137,313 

純資産合計 14,277,528 14,052,247 

負債純資産合計 29,274,063 28,178,195 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 

 至 平成30年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成31年４月１日 
 至 令和元年６月30日) 

売上高 10,489,602 10,908,152 

売上原価 3,537,876 3,775,191 

売上総利益 6,951,725 7,132,961 

販売費及び一般管理費 7,001,349 7,099,939 

営業利益又は営業損失（△） △49,623 33,021 

営業外収益    

受取利息 3,360 2,898 

受取配当金 4,743 125,215 

受取家賃 18,047 17,721 

為替差益 24,197 1,327 

雑収入 16,733 19,968 

営業外収益合計 67,080 167,132 

営業外費用    

支払利息 28,929 25,527 

不動産賃貸費用 14,612 14,350 

雑損失 20,809 16,712 

営業外費用合計 64,351 56,590 

経常利益又は経常損失（△） △46,893 143,563 

特別利益    

固定資産売却益 － 3,999 

投資有価証券売却益 － 186 

特別利益合計 － 4,186 

特別損失    

固定資産除却損 6,075 9,653 

減損損失 6,385 5,230 

賃貸借契約解約損 3,780 18,600 

特別損失合計 16,241 33,484 

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（△） 
△63,134 114,264 

法人税、住民税及び事業税 108,762 119,416 

法人税等調整額 △95,296 △48,082 

法人税等合計 13,466 71,333 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,601 42,931 

非支配株主に帰属する四半期純利益 115 1,162 

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（△） 
△76,717 41,768 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 

 至 平成30年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成31年４月１日 
 至 令和元年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,601 42,931 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △12,345 △40,352 

繰延ヘッジ損益 27,589 △28,810 

為替換算調整勘定 △5,803 203 

その他の包括利益合計 9,441 △68,959 

四半期包括利益 △67,160 △26,028 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,275 △27,191 

非支配株主に係る四半期包括利益 115 1,162 
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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、外食事業の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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