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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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 ％

2021年3月期第1四半期 1,039 △73.3 △1,497 ― △1,496 ― △1,508 ―

2020年3月期第1四半期 3,891 △0.6 54 △19.3 56 △20.6 22 △85.7

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△1,503百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　33百万円 （△78.3％）

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

2021年3月期第1四半期 △57.70 ―

2020年3月期第1四半期 0.86 0.86

(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 ％

2021年3月期第1四半期 8,706 2,903 33.3

2020年3月期 8,334 4,407 52.9

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 2,903百万円 2020年3月期 4,407百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― 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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

　2021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拡大の影響により、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 ： 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） 2021年3月期1Q 26,579,527 株 2020年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 426,734 株 2020年3月期 426,734 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 26,152,793 株 2020年3月期1Q 26,152,520 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。
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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1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令・

延長により急速な景気の低迷が生じ、緊急事態宣言解除後も依然として感染拡大は収束しておらず、消費活動が著

しく停滞しております。

外食産業においては、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた休業要請や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。

このような状況下において、当社としては新型コロナウイルスの感染拡大防止のために政府・自治体からの各種

要請等を踏まえて、一部の直営店について臨時休業を実施しております。また、営業を継続している店舗でも営業

時間を短縮し、お客様と従業員の安全性を最優先して衛生管理を徹底しております。緊急事態宣言の解除後におい

ても、消費者ニーズや生活態様の変容を勘案して営業時間の調整を行っております。

また、店舗・事業所においてはインフルエンザやノロウイルス対策として従来より整備している体調管理に係る

連絡体制の更なる徹底により従業員の体調管理を行うと共に、可能な限りテレワーク等による在宅勤務の実施を行

っております。

加えて、こうした環境下においても外食のニーズは存在し、このような環境に適合する弁当等のテイクアウト販

売を拡充すると共に、宅配サービスにも着手いたしました。また、セントラルキッチンのオリジナル製造品の外部

販売（楽天による通信販売、ホームページからの通信販売、セントラルキッチン敷地内の「天狗こだわりマーケッ

ト」による直接販売）の実施等により、本格的に小売業への進出の第一歩を踏み出しました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比26.7％の10億39百万円となりました。

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14億97百万

円（前年同期は営業利益54百万円）、経常損失14億96百万円（前年同期は経常利益56百万円）、親会社株主に帰属

する四半期純損失は15億8百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益22百万円）となりました。

なお、当第1四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」19店舗、「和食れすとらん天狗

（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）」33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115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1四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3億72百万円増加し、87億6百万円とな

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7億89百万円増加したのに対して、売掛金が36百万円、

その他流動資産が66百万円、敷金及び保証金が2億62百万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18億75百万円増加し、58億3百万円となりました。この主な要因といたし

ましては、新規借入により短期借入金が20億円増加したのに対し、買掛金が45百万円、その他流動負債が81百万円

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15億3百万円減少し、29億3百万円となりました。この

主な要因といたしましては、利益剰余金が15億8百万円減少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

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、2021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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,449,588 2,238,790

売掛金 117,124 80,316

たな卸資産 190,233 178,282

その他 393,411 327,019

貸倒引当金 △29,282 △27,782

流動資産合計 2,121,074 2,796,626

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,759,635 7,741,064

減価償却累計額 △6,324,058 △6,319,469

建物及び構築物（純額） 1,435,576 1,421,595

機械及び装置 1,240,854 1,227,760

減価償却累計額 △996,833 △977,619

機械及び装置（純額） 244,021 250,141

工具、器具及び備品 1,894,579 1,828,570

減価償却累計額 △1,559,994 △1,520,615

工具、器具及び備品（純額） 334,584 307,954

土地 245,103 245,103

有形固定資産合計 2,259,285 2,224,795

無形固定資産 84,526 72,824

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,719,648 3,456,871

その他 153,880 159,420

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 3,869,928 3,612,692

固定資産合計 6,213,740 5,910,311

資産合計 8,334,814 8,706,937
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 230,568 184,915

短期借入金 500,000 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 75,000

未払法人税等 77,168 92,236

資産除去債務 - 19,530

店舗閉鎖損失引当金 18,183 7,430

その他 1,506,492 1,424,629

流動負債合計 2,432,412 4,303,742

固定負債

退職給付に係る負債 1,130,672 1,139,448

役員退職慰労引当金 18,026 29,195

資産除去債務 116,178 116,331

その他 230,482 214,747

固定負債合計 1,495,359 1,499,723

負債合計 3,927,772 5,803,466

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 △2,089,131 △3,598,090

自己株式 △161,816 △161,816

株主資本合計 4,326,253 2,817,294

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,880 25,006

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △10,386 △9,123

その他の包括利益累計額合計 80,788 86,177

純資産合計 4,407,042 2,903,471

負債純資産合計 8,334,814 8,706,937
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 3,891,758 1,039,525

売上原価 1,054,058 386,484

売上総利益 2,837,700 653,040

販売費及び一般管理費

人件費 1,507,257 1,154,319

退職給付費用 33,898 29,971

地代家賃 511,980 485,814

その他 729,847 480,234

販売費及び一般管理費合計 2,782,983 2,150,340

営業利益又は営業損失（△） 54,716 △1,497,300

営業外収益

受取利息 28 10

受取配当金 2,954 3,258

受取賃貸料 1,429 1,963

固定資産受贈益 1,201 1,492

受取事務手数料 1,319 643

その他 3,996 4,083

営業外収益合計 10,930 11,450

営業外費用

支払利息 4,731 8,052

その他 3,990 2,487

営業外費用合計 8,722 10,539

経常利益又は経常損失（△） 56,924 △1,496,389

特別利益

新株予約権戻入益 645 -

店舗閉鎖損失引当金戻入額 - 3,180

特別利益合計 645 3,180

特別損失

固定資産除却損 23 1,875

減損損失 248 -

店舗閉鎖損失 4,818 1,495

店舗閉鎖損失引当金繰入額 14,759 2,222

固定資産処分損 3,270 870

特別損失合計 23,119 6,463

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（△）

34,450 △1,499,673

法人税、住民税及び事業税 12,207 9,724

法人税等調整額 △278 △438

法人税等合計 11,928 9,285

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,521 △1,508,959

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（△）

22,521 △1,508,959
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,521 △1,508,959

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,932 4,125

退職給付に係る調整額 5,405 1,262

その他の包括利益合計 11,338 5,388

四半期包括利益 33,859 △1,503,570

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,859 △1,503,570

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。

（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。
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