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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 11,383 △1.0 66 △45.0 81 △39.9 △7 ―

2019年3月期第3四半期 11,502 △1.0 120 △59.9 135 △55.0 186 △27.6

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　31百万円 （△83.2％） 2019年3月期第3四半期　　185百万円 （△37.6％）

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3四半期 △0.28 ―

2019年3月期第3四半期 7.14 7.14

(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 ％

2020年3月期第3四半期 8,953 5,277 59.0

2019年3月期 9,105 5,247 57.6

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 5,277百万円 2019年3月期 5,246百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ― 0.00 ―

2020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. 2020年 3月期の連結業績予想（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
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 15,196 △0.5 113 △50.0 127 △47.5 △30 ― △1.15

（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） 2020年3月期3Q 26,579,527 株 2019年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 426,734 株 2019年3月期 427,674 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 26,152,735 株 2019年3月期3Q 26,142,483 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、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、国内及び諸外国の政治・経済情勢の不確実性により、国内景気の先行きは引き続き不

透明な状況にあります。

外食産業においては人手不足による人件費の高騰に直面し、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。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は前年同期比99.0％の113億83百万円となりました。

利益面については販売費及び一般管理費の削減により、営業利益は66百万円（前年同期は営業利益1億20百万

円）、経常利益81百万円（前年同期は経常利益1億35百万円）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純

損失は7百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益1億86百万円）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）」34店舗、「テング酒場（「立呑み神田屋」「ミートキッチンlog50」含む）」63

店舗の合計117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1億51百万円減少し、89億53百万円と

なりました。この主な要因といたしましては、たな卸資産が81百万円増加したのに対して、その他流動資産が2億3

百万円、敷金及び保証金が62百万円減少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1億82百万円減少し、36億75百万円となりました。その主な要因といたし

ましては、買掛金が86百万円増加したのに対して、長期借入金の返済により長期借入金が1億80百万円、その他固定

負債が1億2百万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30百万円増加し、52億77百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020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2019年11月8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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,521,595 1,539,085

売掛金 183,090 200,229

たな卸資産 174,935 256,438

その他 514,265 311,009

貸倒引当金 △35,282 △31,282

流動資産合計 2,358,604 2,275,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,058,167 8,078,488

減価償却累計額 △6,474,957 △6,479,215

建物及び構築物（純額） 1,583,209 1,599,272

機械及び装置 1,296,183 1,306,984

減価償却累計額 △1,020,795 △1,020,697

機械及び装置（純額） 275,387 286,286

工具、器具及び備品 1,981,057 1,959,685

減価償却累計額 △1,572,641 △1,580,379

工具、器具及び備品（純額） 408,415 379,305

土地 245,103 245,103

有形固定資産合計 2,512,116 2,509,969

無形固定資産 159,092 132,189

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,892,646 3,830,402

その他 185,679 208,654

貸倒引当金 △2,900 △2,900

投資その他の資産合計 4,075,426 4,036,157

固定資産合計 6,746,635 6,678,316

資産合計 9,105,240 8,953,797
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 382,033 468,527

1年内返済予定の長期借入金 205,000 100,000

未払法人税等 72,774 40,206

店舗閉鎖損失引当金 3,127 -

その他 1,019,904 1,045,144

流動負債合計 1,682,840 1,653,878

固定負債

長期借入金 100,000 25,000

退職給付に係る負債 1,100,421 1,123,101

役員退職慰労引当金 17,465 18,456

資産除去債務 115,569 116,026

その他 841,923 739,377

固定負債合計 2,175,378 2,021,962

負債合計 3,858,218 3,675,840

純資産の部

株主資本

資本金 5,257,201 5,257,201

資本剰余金 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 △1,243,323 △1,250,545

自己株式 △162,169 △161,816

株主資本合計 5,171,708 5,164,839

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,943 57,218

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △30,614 △14,396

その他の包括利益累計額合計 74,624 113,117

新株予約権 688 -

純資産合計 5,247,021 5,277,956

負債純資産合計 9,105,240 8,953,797
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 11,502,562 11,383,755

売上原価 3,081,239 3,101,151

売上総利益 8,421,322 8,282,603

販売費及び一般管理費

人件費 4,434,166 4,407,401

退職給付費用 106,907 101,663

地代家賃 1,574,675 1,524,437

その他 2,185,092 2,182,837

販売費及び一般管理費合計 8,300,841 8,216,340

営業利益 120,480 66,262

営業外収益

受取利息 168 80

受取配当金 5,446 6,191

受取賃貸料 4,289 4,289

固定資産受贈益 5,041 3,730

受取事務手数料 4,055 3,954

貸倒引当金戻入額 4,500 4,000

受取補償金 4,769 3,290

その他 10,239 11,694

営業外収益合計 38,511 37,230

営業外費用

支払利息 17,353 13,280

その他 5,770 8,550

営業外費用合計 23,124 21,831

経常利益 135,868 81,662

特別利益

新株予約権戻入益 2,045 645

店舗閉鎖損失引当金戻入額 - 3,141

受取補償金 123,435 -

その他 - 242

特別利益合計 125,480 4,029

特別損失

固定資産除却損 846 1,676

減損損失 3,819 10,565

店舗閉鎖損失 13,084 19,577

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,332 -

固定資産処分損 11,143 15,061

その他 - 248

特別損失合計 32,226 47,129

税金等調整前四半期純利益 229,122 38,562

法人税、住民税及び事業税 43,267 46,591

法人税等調整額 △916 △835

法人税等合計 42,350 45,756

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186,771 △7,193

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（△）

186,771 △7,193
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186,771 △7,193

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,832 22,275

退職給付に係る調整額 17,956 16,217

その他の包括利益合計 △876 38,493

四半期包括利益 185,895 31,299

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,895 31,299

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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