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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の業績（2019年４月１日～2019年９月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 26,981 △6.4 117 △80.5 155 △76.0 △219 －

2019年３月期第２四半期 28,834 △2.5 599 △23.7 650 △21.4 285 △33.1

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

2020年３月期第２四半期 △13.53 －

2019年３月期第２四半期 16.85 －

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年３月期第２四半期 27,335 22,311 81.6 1,396.87

2019年３月期 30,216 24,452 80.9 1,440.71
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 22,311百万円 2019年３月期 24,452百万円

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

2019年３月期 － 7.00 － 7.00 14.00

2020年３月期 － 3.00

2020年３月期(予想) － 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020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 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 55,430 △3.5 355 △55.5 451 △50.5 △140 － △8.74
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 2020年３月期２Ｑ 17,268,273株 2019年３月期 17,268,273株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 1,296,002株 2019年３月期 296,002株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 16,210,895株 2019年３月期２Ｑ 16,972,271株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、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等については、四半
期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想などの将来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２四半期累計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改

善を背景に緩やかな回復基調で推移しましたが、米中貿易摩擦をはじめとした通商問題や中東情勢の緊迫化、台風

等による自然災害の影響、また、10月の消費税率引き上げが今後の個人消費に悪影響を及ぼすリスクもあり、重苦

しい状況が続いております。

外食産業におきましては、個人消費の根強い節約志向に加え、アルバイト時給単価の上昇に伴う人件費関連コス

トの増加等により、引き続き厳しい経営環境となりました。

このような状況のもと当社は、安全でおいしい「食」の提供と質の高いサービスを通じてお客様に豊かさと幸せ

を提供することに全力で取り組んでまいりました。

当第２四半期会計期間末の店舗数につきましては、５店舗の閉店（直営５店舗）を行った結果、586店舗（直営

507店舗、ライセンシー79店舗）と前期末比で５店舗の純減となりました。

売上高につきましては、４月および７月のグランドメニューの改訂により、お客様のご来店増による売上確保に

努めてまいりましたが、当第２四半期累計期間の既存店売上高前年比は92.4％となりました。

利益面につきましては、生産性の向上や経営の効率化に努めたものの、既存店売上高の前年未達を主な要因とし

て減益となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高269億81百万円(前年同期比6.4％減)、営業利益１億17百万

円(同80.5％減)、経常利益１億55百万円(同76.0％減)、四半期純損失２億19百万円（前年同期は四半期純利益２億

85百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末の資産は前事業年度末と比較して、主に関係会社短期貸付金の減少20億33百万円等によ

り、273億35百万円となりました。

負債は前事業年度末と比較して、主に買掛金の減少２億26百万円等により、 50億24百万円となりました。

純資産は前事業年度末と比較して、主に自己株式の取得による減少18億２百万円等により、223億11百万円となり

ました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期の業績予想につきましては、2019年８月５日に公表の業績予想を修正しております。詳細につきま

しては、2019年10月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて算出し

ており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は今後の様々な要因により予想

数値と異なる場合があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,037,462 778,361

売掛金 870,973 795,105

商品 44,236 53,561

原材料及び貯蔵品 315,226 363,323

関係会社短期貸付金 6,062,532 4,028,647

その他 937,483 1,110,032

流動資産合計 9,267,915 7,129,031

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 38,783,699 38,959,713

減価償却累計額 △27,910,771 △28,576,595

建物及び構築物（純額） 10,872,927 10,383,118

機械装置及び運搬具 5,783,974 5,889,458

減価償却累計額 △3,944,923 △4,109,374

機械装置及び運搬具（純額） 1,839,050 1,780,083

その他 6,562,623 6,690,818

減価償却累計額 △4,652,140 △4,843,936

その他（純額） 1,910,482 1,846,882

有形固定資産合計 14,622,461 14,010,084

無形固定資産 324,802 319,589

投資その他の資産

差入保証金 4,482,981 4,403,593

その他 1,518,771 1,472,842

投資その他の資産合計 6,001,753 5,876,435

固定資産合計 20,949,017 20,206,108

資産合計 30,216,933 27,335,139

負債の部

流動負債

買掛金 1,783,250 1,556,307

未払法人税等 296,696 250,138

賞与引当金 193,022 180,804

その他 3,299,163 2,846,124

流動負債合計 5,572,133 4,833,374

固定負債

資産除去債務 183,926 185,022

その他 8,708 5,627

固定負債合計 192,634 190,649

負債合計 5,764,767 5,024,024

純資産の部

株主資本

資本金 3,198,904 3,198,904

資本剰余金 3,014,004 3,014,004

利益剰余金 18,668,282 18,330,131

自己株式 △429,025 △2,231,924

株主資本合計 24,452,165 22,311,115

純資産合計 24,452,165 22,311,115

負債純資産合計 30,216,933 27,335,139
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

売上高 28,834,152 26,981,718

売上原価 9,519,563 8,880,428

売上総利益 19,314,589 18,101,289

販売費及び一般管理費 18,715,384 17,984,186

営業利益 599,204 117,103

営業外収益

受取利息 11,269 10,388

受取賃貸料 72,064 71,564

その他 32,470 19,792

営業外収益合計 115,804 101,745

営業外費用

支払利息 104 63

賃貸費用 59,300 58,654

その他 5,084 4,311

営業外費用合計 64,490 63,029

経常利益 650,518 155,820

特別利益

受取補償金 － 4,000

受取保険金 － 10,756

特別利益合計 － 14,756

特別損失

減損損失 － 228,989

固定資産処分損 63,652 13,832

賃貸借契約解約損 － 51,211

その他 － 23,311

特別損失合計 63,652 317,345

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 586,866 △146,768

法人税、住民税及び事業税 298,722 107,650

法人税等調整額 2,184 △35,073

法人税等合計 300,907 72,576

四半期純利益又は四半期純損失（△） 285,959 △219,345
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

586,866 △146,768

減価償却費 1,251,449 1,262,524

減損損失 － 228,989

のれん償却額 9,542 7,542

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,476 △12,218

受取利息及び受取配当金 △11,269 △10,388

支払利息 104 63

固定資産処分損益（△は益） 49,679 13,529

賃貸借契約解約損 － 8,521

売上債権の増減額（△は増加） 66,066 75,868

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,709 △57,422

仕入債務の増減額（△は減少） △313,277 △226,943

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,550 △109,473

その他 46,855 △576,742

小計 1,668,652 457,081

利息及び配当金の受取額 321 243

利息の支払額 △104 △63

法人税等の支払額 △176,571 △148,962

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,492,297 308,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,324,695 △720,827

有形固定資産の売却による収入 37 －

無形固定資産の取得による支出 △2,441 △11,378

資産除去債務の履行による支出 △3,000 －

差入保証金の差入による支出 △17,491 △1,378

差入保証金の回収による収入 70,787 51,042

長期前払家賃の回収による収入 4,400 19,000

長期前払家賃の支出 △105,576 △13,306

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,377,980 △676,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △3,823 △3,035

配当金の支払額 △203,081 △118,505

自己株式の取得による支出 － △1,802,898

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,905 △1,924,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,588 △2,292,987

現金及び現金同等物の期首残高 6,839,887 7,099,995

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,747,299 4,807,008
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（４）四半期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）

当社は、2019年４月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,000,000株の取得を行っております。この結

果、当第２四半期累計期間において、自己株式が1,802百万円増加し、当第２四半期会計期間末において自己株式

が2,231百万円となっております。

   


