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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年9月30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 ％

2022年3月期第2四半期 1,464 △46.0 △2,066 ― △1,216 ― △1,242 ―

2021年3月期第2四半期 2,709 △64.2 △2,639 ― △2,595 ― △2,924 ―

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　△1,229百万円 （―％） 2021年3月期第2四半期　　△2,921百万円 （―％）

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

2022年3月期第2四半期 △45.14 ―

2021年3月期第2四半期 △111.82 ―

(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 ％

2022年3月期第2四半期 6,587 1,008 15.3

2021年3月期 6,586 738 11.2

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 1,008百万円 2021年3月期 738百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― 0.00

2022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

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況について
は、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

　2022年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響について、適正かつ合理的な算出が困難であることから、現時点では未
定とし、見通しが可能となった時点で、速やかに公表いたします。



※ 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 ： 有

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） 2022年3月期2Q 27,960,727 株 2021年3月期 27,960,727 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 426,947 株 2021年3月期 426,787 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 27,533,860 株 2021年3月期2Q 26,152,793 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当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。



〇種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。

（A種種類株式）

１株当たり配当金

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

　21年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

　22年３月期(予想) ― ― ― 70,000.00 70,000.00

　　(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（B種種類株式）

１株当たり配当金

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

21年３月期 ― ― ― ― ―

22年３月期(予想) ― 0.00 ― 40,000.00 40,000.00

　　(注）上記B種種類株式は、2021年6月30日に発行しております。
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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2四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の

発出・延長等により、急速な景気の低迷が生じております。

特に外食産業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた休業要請や酒類提供の制限に加え、

外出自粛による来店客数の激減により極めて厳しい経営環境となっております。

当社は、「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」という企業理念を体現するために、良質な食材等

の仕入、低価格による提供、人材教育、衛生管理を徹底してまいりました。こうした観点からも、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に対する政府及び自治体からの各種要請に応えるため、店舗の休業・営業時間の短縮等の対

応を行い、お客様と従業員の安全・健康を最優先し、衛生管理を徹底してまいりました。

また、消費者ニーズの変化に対し、弁当等のテイクアウト販売の拡充、宅配サービスの開始、セントラルキッチ

ンにおけるオリジナル製造品の外部販売（スーパー等の小売業者向け販売、楽天による通信販売、自社ホームペー

ジによる通信販売「天狗キッチン」及びセントラルキッチン敷地内にある「天狗こだわりマーケット」による直接

販売）等の施策を実行しており、本格的に小売業の売上拡大に着手しております。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比54.0％の14億64百万円となりました。

利益面につきましては、販売費及び一般管理費を削減したものの、売上減の影響により、営業損失は20億66百万

円（前年同期は営業損失26億39百万円）となりましたが、営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金等の営業外収

入により経常損失12億16百万円（前年同期は経常損失25億95百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は12億

42百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失29億24百万円）となりました。

なお、当連結会計年度末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」12店舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だ

いにんぐ天狗」「あげてけや」含む）」31店舗、「テング酒場」39店舗、「神田屋（「てんぐ大ホール」「ミート

キッチンlog50」含む）」17店舗の合計99店舗であります（内フランチャイズ3店舗）。

（２）財政状態に関する説明

当第2四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0百万円増加し、65億87百万円となり

ました。この主な要因といたしましては、現金及び預金が6億78百万円増加したことに対し、その他の流動資産が4

億59百万円、有形固定資産が98百万円、敷金及び保証金が61百万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2億69百万円減少し、55億78百万円となりました。その主な要因といたし

ましては、長期借入れによる長期借入金が7億20百万円増加したのに対し、買掛金が99百万円、未払法人税等が81百

万円、店舗閉鎖損失引当金が70百万円、その他の流動負債が6億57百万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2億70百万円増加し、10億8百万円となりました。その

主な要因といたしましては当期純損失の計上で利益剰余金が12億42百万円減少したのに対し、6月に日本政策投資銀

行より15億円の出資を受け資本金及び資本準備金がそれぞれ7億50百万円増加したことによりものであります。なお

同日に減資を実施し15億円全額がその他資本剰余金に振り替えられております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルスの感染拡大や生活様式の変容による消費ニーズの変化がもたらす影響の予測が不透明であり、

各種諸施策を実施しておりますがその成果を合理的に算出することが困難であるため、現時点においては業績に与

える不確定要素が多く、業績予想を合理的に算定することが困難であります。そのため、2022年3月期の業績予想は

未定としております。業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,524,849 2,203,662

売掛金 89,054 28,544

棚卸資産 201,055 182,766

その他 854,164 394,971

貸倒引当金 △32,277 △28,718

流動資産合計 2,636,845 2,781,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,288,928 6,127,379

減価償却累計額 △5,155,390 △5,043,234

建物及び構築物（純額） 1,133,537 1,084,145

機械及び装置 1,075,437 1,032,614

減価償却累計額 △868,413 △839,808

機械及び装置（純額） 207,023 192,806

工具、器具及び備品 1,574,977 1,548,878

減価償却累計額 △1,352,576 △1,360,423

工具、器具及び備品（純額） 222,400 188,454

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 516 -

有形固定資産合計 1,808,582 1,710,510

無形固定資産 43,567 35,759

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,898,025 1,836,209

その他 203,497 227,253

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 2,097,923 2,059,862

固定資産合計 3,950,073 3,806,132

資産合計 6,586,919 6,587,359
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 156,252 56,878

短期借入金 2,500,000 2,500,000

未払法人税等 102,150 21,073

店舗閉鎖損失引当金 70,835 -

その他 1,437,032 779,123

流動負債合計 4,266,271 3,357,075

固定負債

長期借入金 - 720,000

退職給付に係る負債 1,185,184 1,168,777

役員退職慰労引当金 21,060 21,413

資産除去債務 111,255 117,676

その他 264,510 193,473

固定負債合計 1,582,009 2,221,339

負債合計 5,848,280 5,578,415

純資産の部

株主資本

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 8,027,195 9,527,195

利益剰余金 △7,257,324 △8,500,135

自己株式 △161,835 △161,889

株主資本合計 658,035 915,171

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 52,619 67,495

土地再評価差額金 70,295 67,295

退職給付に係る調整累計額 △42,312 △41,018

その他の包括利益累計額合計 80,602 93,772

純資産合計 738,638 1,008,943

負債純資産合計 6,586,919 6,587,359
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 2,709,259 1,464,145

売上原価 939,354 554,861

売上総利益 1,769,905 909,284

販売費及び一般管理費

人件費 2,327,487 1,465,097

退職給付費用 59,850 40,879

地代家賃 956,754 684,554

その他 1,065,708 785,612

販売費及び一般管理費合計 4,409,800 2,976,143

営業損失（△） △2,639,895 △2,066,859

営業外収益

受取利息 21 6

受取配当金 3,260 3,382

受取賃貸料 2,669 2,859

固定資産受贈益 2,136 182

受取事務手数料 1,495 1,541

貸倒引当金戻入額 2,500 3,559

雇用調整助成金 47,927 192,447

助成金収入 - 656,424

その他 5,282 13,056

営業外収益合計 65,293 873,459

営業外費用

支払利息 18,198 19,219

その他 3,091 3,985

営業外費用合計 21,290 23,204

経常損失（△） △2,595,892 △1,216,604

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 4,187 11,578

特別利益合計 4,187 11,578

特別損失

固定資産除却損 1,934 2,157

減損損失 268,751 -

店舗閉鎖損失 10,813 -

店舗閉鎖損失引当金繰入額 30,048 -

固定資産処分損 1,692 2,705

特別損失合計 313,240 4,862

税金等調整前四半期純損失（△） △2,904,946 △1,209,888

法人税、住民税及び事業税 20,273 33,532

法人税等調整額 △717 △610

法人税等合計 19,556 32,922

四半期純損失（△） △2,924,502 △1,242,810

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損失（△） △2,924,502 △1,242,810
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純損失（△） △2,924,502 △1,242,810

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 218 14,875

土地再評価差額金 - △2,999

退職給付に係る調整額 2,525 1,293

その他の包括利益合計 2,744 13,170

四半期包括利益 △2,921,758 △1,229,640

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,921,758 △1,229,640

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,904,946 △1,209,888

減価償却費 194,383 189,182

固定資産処分損益（△は益） 1,692 2,705

減損損失 268,751 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,500 △3,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 17,439 △15,113

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 11,864 △70,835

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,721 353

受取利息及び受取配当金 △3,281 △3,389

受取賃貸料 △2,669 △2,859

支払利息 18,198 19,219

有形固定資産除却損 1,934 2,157

売上債権の増減額（△は増加） 30,537 60,510

棚卸資産の増減額（△は増加） 19,605 18,288

その他の流動資産の増減額（△は増加） △198,490 660,208

仕入債務の増減額（△は減少） △49,489 △99,374

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,376 △89,050

その他の流動負債の増減額（△は減少） 351,459 △608,938

その他 263,117 △139

小計 △2,039,046 △1,150,523

利息及び配当金の受取額 3,288 3,389

賃貸料の受取額 2,669 2,859

利息の支払額 △18,198 △19,219

法人税等の支払額 △3,137 △114,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,054,424 △1,278,104

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 △225,060 △56,013

無形固定資産の取得による支出 - △7,800

長期前払費用の取得による支出 △8,950 △14,256

資産除去債務の履行による支出 △40,958 △157,952

敷金及び保証金の差入による支出 △13 △50

敷金及び保証金の回収による収入 283,656 61,336

その他 △1,692 △2,705

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,981 △177,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 - 1,500,000

短期借入れによる収入 2,000,000 -

長期借入れによる収入 - 720,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 -

リース債務の返済による支出 △65,590 △85,587

自己株式の取得による支出 - △53

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,884,409 2,134,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,032 678,813

現金及び現金同等物の期首残高 1,349,588 1,524,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,186,555 2,203,662
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来、販売費及び一般管理費として計上していた株主優待券及び金券の利用額について、顧客に支

払われる対価として、売上高から減額しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

りますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高、売上総利益及び販売費及び一般管理費はそれぞれ65百万円減少し

ましたが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計

方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定

について、重要な変更はありません。

　


