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1. 2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 15,271 △1.1 226 △34.3 242 △30.5 20 △85.4

2018年3月期 15,434 △0.8 344 313.8 348 461.7 141 ―

（注）包括利益 2019年3月期　　△15百万円 （―％） 2018年3月期　　196百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年3月期 0.79 0.79 0.4 2.6 1.5

2018年3月期 5.44 5.43 2.7 3.7 2.2

（参考） 持分法投資損益 2019年3月期 ―百万円 2018年3月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

2019年3月期 9,105 5,247 57.6 200.61

2018年3月期 9,630 5,246 54.4 200.83

（参考） 自己資本 2019年3月期 5,246百万円 2018年3月期 5,240百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2019年3月期 622 △497 △427 1,421

2018年3月期 847 △379 △390 1,724

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2018年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2020年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 7,548 △0.3 15 5.4 22 2.9 5 △95.0 0.19

通期 15,280 0.0 229 1.0 244 0.8 45 118.2 1.72



※ 注記事項

(1) 期中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) 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） 2019年3月期 26,579,527 株 2018年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 2019年3月期 427,674 株 2018年3月期 484,091 株

③ 期中平均株式数 2019年3月期 26,144,825 株 2018年3月期 25,980,245 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、決算短信
P3「1.経営成績　(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度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、当連結会計期間における連結売上高は前年同期比99.0％の152億71百万円となりました。

利益面については、売上高の減少により人件費の増加を吸収するに至らず、営業利益は2億26百万円（前年同期は

営業利益3億44百万円）、経常利益2億42百万円（前年同期は経常利益3億48百万円）、親会社株主に帰属する当期純

利益は20百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益1億41百万円）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」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）」66店舗の合計

120店舗であります（内フランチャイズ2店舗）。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて5億25百万円減少し、91億5百万円となりまし

た。この主な要因といたしましては、現金及び預金が3億2百万円、有形固定資産が1億93百万円、敷金及び保証金が

1億56百万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5億26百万円減少し、38億58百万円となりました。その主な要因といたし

ましては、長期借入金の返済により長期借入金が3億30百万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若干増加し、52億47百万円となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3億2百万円

減少し、当連結会計年度末には14億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおり

であります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、6億22百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益、減価償却費

及び減損損失によって得られた資金によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、4億97百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出、並び

に敷金及び保証金の回収による収入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は4億27百万円となりました。これは主に長期借入金の返済及びリース債務の返済

による支出によるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

自己資本比率（％） 57.1 50.5 52.9 54.4 57.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

98.4 90.9 106.1 127.9 118.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

165.8 666.8 540.6 192.6 190.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

45.8 13.8 9.0 29.8 27.8

自己資本比率 ： 自己資本 ／ 総資産
時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 ／ 総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ キャッシュ・フロー
インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー ／ 利払い
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

（４）今後の見通し

次期の業績見通しにつきましては、景気回復の兆しは垣間見えるものの、依然として先行きの不透明感は継続し

ており、厳しい経営環境が継続するものと思われます。

このような状況下において、店舗の収益基盤の更なる強化を推し進めるとともに、情報インフラの整備に着手し

てまいる予定であります。

このような諸施策によって、次期業績見通しについては以下の通り計画しております。

　 連結売上高 152億80百万円

　 連結営業利益 2億29百万円

　 連結経常利益 2億44百万円

　 親会社株主に帰属する当期純利益 45百万円

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、また海外からの資金調達の必要性が乏

しいことから、会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,824,222 1,521,595

売掛金 167,677 183,090

たな卸資産 201,180 174,935

その他 351,672 514,265

貸倒引当金 △41,782 △35,282

流動資産合計 2,502,971 2,358,604

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,446,489 8,058,167

減価償却累計額 △6,765,157 △6,474,957

建物及び構築物（純額） 1,681,331 1,583,209

機械及び装置 1,366,007 1,296,183

減価償却累計額 △1,073,184 △1,020,795

機械及び装置（純額） 292,822 275,387

工具、器具及び備品 2,045,523 1,981,057

減価償却累計額 △1,559,157 △1,572,641

工具、器具及び備品（純額） 486,365 408,415

土地 245,103 245,103

有形固定資産合計 2,705,624 2,512,116

無形固定資産

ソフトウエア 160,187 116,781

その他 5,424 42,310

無形固定資産合計 165,611 159,092

投資その他の資産

投資有価証券 193,280 163,900

敷金及び保証金 4,049,079 3,892,646

その他 17,143 21,779

貸倒引当金 △2,900 △2,900

投資その他の資産合計 4,256,603 4,075,426

固定資産合計 7,127,839 6,746,635

資産合計 9,630,810 9,105,240
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 389,540 382,033

1年内返済予定の長期借入金 330,000 205,000

リース債務 119,132 144,173

未払金 388,439 445,802

未払消費税等 149,790 95,869

未払法人税等 170,116 72,774

未払事業所税 25,607 28,343

未払費用 272,493 252,988

店舗閉鎖損失引当金 - 3,127

その他 58,775 52,728

流動負債合計 1,903,895 1,682,840

固定負債

長期借入金 305,000 100,000

リース債務 878,654 734,481

退職給付に係る負債 1,054,733 1,100,421

役員退職慰労引当金 12,954 17,465

長期預り保証金 42,000 42,000

資産除去債務 114,963 115,569

繰延税金負債 41,384 34,418

再評価に係る繰延税金負債 31,023 31,023

固定負債合計 2,480,714 2,175,378

負債合計 4,384,609 3,858,218

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 △1,263,900 △1,243,323

自己株式 △183,549 △162,169

株主資本合計 5,129,751 5,171,708

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 59,833 34,943

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △19,120 △30,614

その他の包括利益累計額合計 111,008 74,624

新株予約権 5,440 688

純資産合計 5,246,200 5,247,021

負債純資産合計 9,630,810 9,105,240
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

売上高 15,434,347 15,271,833

売上原価 4,159,685 4,101,265

売上総利益 11,274,661 11,170,568

販売費及び一般管理費

人件費 5,799,801 5,889,556

退職給付費用 190,567 141,131

減価償却費 386,208 410,774

地代家賃 2,089,606 2,091,510

事業税 134,900 131,701

事業所税 25,200 25,200

その他 2,303,606 2,254,052

販売費及び一般管理費合計 10,929,890 10,943,926

営業利益 344,771 226,642

営業外収益

受取利息 313 202

受取配当金 4,807 5,616

受取賃貸料 5,719 5,719

固定資産受贈益 3,014 5,041

受取事務手数料 5,382 5,414

貸倒引当金戻入額 8,794 6,500

受取補償金 - 4,769

雑収入 15,663 13,443

営業外収益合計 43,695 46,708

営業外費用

支払利息 28,472 22,378

雑損失 11,479 8,822

営業外費用合計 39,951 31,201

経常利益 348,514 242,148

特別利益

新株予約権戻入益 1,993 2,045

店舗閉鎖損失引当金戻入額 3,487 -

受取補償金 - 123,435

特別利益合計 5,480 125,480

特別損失

固定資産除却損 1,946 1,526

減損損失 111,380 267,640

固定資産処分損 15,099 12,737

店舗閉鎖損失 6,685 21,876

店舗閉鎖損失引当金繰入額 - 3,127

その他 560 -

特別損失合計 135,670 306,907

税金等調整前当期純利益 218,324 60,721

法人税、住民税及び事業税 78,023 42,578

法人税等調整額 △1,062 △2,476

法人税等合計 76,961 40,101

当期純利益 141,362 20,619

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益 141,362 20,619
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純利益 141,362 20,619

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 942 △24,889

土地再評価差額金 - -

退職給付に係る調整額 53,920 △11,493

その他の包括利益合計 54,863 △36,383

包括利益 196,226 △15,764

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 196,226 △15,764

非支配株主に係る包括利益 - -
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,257,201 1,320,293 △1,404,950 △234,517 4,938,027

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
141,362 141,362

自己株式の取得 △196 △196

自己株式の処分 △293 △313 51,165 50,557

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △293 141,049 50,968 191,724

当期末残高 5,257,201 1,320,000 △1,263,900 △183,549 5,129,751

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 58,890 70,295 △73,041 56,144 13,812 5,007,984

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
141,362

自己株式の取得 △196

自己株式の処分 50,557

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

942 - 53,920 54,863 △8,371 46,491

当期変動額合計 942 - 53,920 54,863 △8,371 238,216

当期末残高 59,833 70,295 △19,120 111,008 5,440 5,246,200
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　当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,257,201 1,320,000 △1,263,900 △183,549 5,129,751

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
20,619 20,619

自己株式の取得 △33 △33

自己株式の処分 △42 21,413 21,371

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 20,577 21,379 41,957

当期末残高 5,257,201 1,320,000 △1,243,323 △162,169 5,171,708

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 59,833 70,295 △19,120 111,008 5,440 5,246,200

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
20,619

自己株式の取得 △33

自己株式の処分 21,371

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△24,889 △11,493 △36,383 △4,752 △41,135

当期変動額合計 △24,889 - △11,493 △36,383 △4,752 821

当期末残高 34,943 70,295 △30,614 74,624 688 5,247,021
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 218,324 60,721

減価償却費 441,906 468,407

固定資産処分損益（△は益） 15,099 12,737

減損損失 111,380 267,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,508 △6,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28,833 34,193

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △33,329 3,127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,124 4,511

受取利息及び受取配当金 △5,120 △5,818

受取賃貸料 △5,719 △5,719

支払利息 28,472 22,378

固定資産除却損 2,506 1,526

売上債権の増減額（△は増加） △12,312 △15,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,951 26,244

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33,989 △161,126

仕入債務の増減額（△は減少） △5,781 △7,506

未払消費税等の増減額（△は減少） 57,373 △53,921

その他の流動負債の増減額（△は減少） 57,920 △859

その他 △1,136 114,069

小計 903,071 758,692

利息及び配当金の受取額 5,130 5,820

賃貸料の受取額 5,719 5,719

利息の支払額 △28,472 △22,378

法人税等の支払額 △37,488 △124,978

営業活動によるキャッシュ・フロー 847,960 622,875

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 △369,356 △396,985

無形固定資産の取得による支出 △25,788 △42,692

長期前払費用の取得による支出 △28,779 △36,179

資産除去債務の履行による支出 △34,855 △41,363

敷金及び保証金の差入による支出 △34,261 △52,486

敷金及び保証金の回収による収入 128,270 84,737

その他 △15,099 △12,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △379,870 △497,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △391,250 △330,000

リース債務の返済による支出 △55,478 △119,132

セール・アンド・リースバックによる収入 5,659 -

自己株式の取得による支出 △196 △33

自己株式の売却による収入 50,557 21,371

財務活動によるキャッシュ・フロー △390,707 △427,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,382 △302,627

現金及び現金同等物の期首残高 1,646,839 1,724,222

現金及び現金同等物の期末残高 1,724,222 1,421,595
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（５）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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　当社グループの事業は、飲食店の経営を営むものとして同一セグメントに属する、外食産業及びその補完的事

業であり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 200.83円 200.61円

１株当たり当期純利益金額 5.44円 0.79円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 5.43円 0.79円

(注) １．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 141,362 20,619

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 141,362 20,619

　普通株式の期中平均株式数(株) 25,980,245 26,144,825

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　普通株式増加数(株) 60,361 11,358

　（うち新株予約権(株)） （60,361） (11,358)

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,246,200 5,247,021

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 5,440 688

(うち新株予約権(千円)) (5,440) (688)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,240,759 5,246,333

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
(株)

26,095,436 26,151,853

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４．その他

（１）役員の異動

役員の異動につきましては、2019年5月13日発表の「役員候補者決定に関するお知らせ」をご参照ください。
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