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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 7,682 △0.4 180 ― 178 ― 156 ―

29年3月期第2四半期 7,712 △0.3 △81 ― △89 ― △159 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　180百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△155百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 6.03 6.02

29年3月期第2四半期 △6.16 ―

(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 ％

30年3月期第2四半期 9,343 5,186 55.4

29年3月期 9,441 5,007 52.9

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 5,174百万円 29年3月期 4,994百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00

30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. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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 15,600 0.3 290 248.1 277 346.5 94 ― 3.54

（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） 30年3月期2Q 26,579,527 株 29年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 618,788 株 29年3月期 618,648 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 25,960,816 株 29年3月期2Q 25,961,102 株

※四半期決算短信は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業績予測情
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、中国経済の減速に加え、英国のＥＵ離脱問題や米国の新政権移行に伴う世界経済の不

確実性により、国内景気の先行きは不透明な状況にあります。

また、個人消費に関しましても、個人所得に対する先行きの不透明感により、引き続き厳しい経営環境が続いて

おります。

特に外食産業では、人手不足による人件費の高騰に直面しており、経営を取り巻く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」を実現すること

を、当社一丸となって邁進すること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おりま

す店舗に係る内部監査や衛生監査及び営業監査について、更に内容の充実に取り組み、理念の徹底を図っておりま

す。

以上のような取り組みの結果として、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は、76億82百万円で前年同期

比99.6％となっております。

利益面につきましては、前期における店舗閉鎖に伴い全社ベースの売上高は減少したものの、既存店の売上高は

増加しました。また効率化のための諸施策を実施したことにより主に人件費が減少し、営業利益は1億80百万円（前

年同期は営業損失81百万円）、経常利益1億78百万円（前年同期は経常損失89百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は1億56百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1億59百万円）となりました。

なお、当第2四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）」37店舗、「テング酒場（「蔵BAR BECO2」含む）」65店舗の合計122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97百万円減少し、93億43百万円となり

ました。この主な要因といたしましては、有形固定資産が51百万円増加したことに対し、現金及び預金が97百万円、

敷金及び保証金が39百万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2億76百万円減少し、41億57百万円となりました。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2億11百万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1億78百万円増加し、51億86百万円となりました。その

主な要因といたしましては、利益剰余金が1億56百万円増加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

平成30年3月期の連結業績予想につきましては、現時点において平成29年11月10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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,746,839 1,649,773

売掛金 155,365 128,252

たな卸資産 180,229 200,596

その他 384,497 373,183

貸倒引当金 △51,291 △44,282

流動資産合計 2,415,640 2,307,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,408,760 8,458,197

減価償却累計額 △6,681,513 △6,691,597

建物及び構築物（純額） 1,727,247 1,766,600

機械及び装置 1,403,870 1,380,980

減価償却累計額 △1,102,051 △1,066,773

機械及び装置（純額） 301,819 314,207

工具、器具及び備品 1,767,937 1,765,790

減価償却累計額 △1,567,752 △1,563,730

工具、器具及び備品（純額） 200,185 202,060

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 1,808 -

有形固定資産合計 2,476,165 2,527,971

無形固定資産 154,765 146,356

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,182,290 4,143,081

その他 215,756 221,949

貸倒引当金 △2,900 △2,900

投資その他の資産合計 4,395,147 4,362,130

固定資産合計 7,026,077 7,036,458

資産合計 9,441,718 9,343,982
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 395,321 344,515

1年内返済予定の長期借入金 391,250 360,000

未払法人税等 146,323 109,354

資産除去債務 23,658 4,539

店舗閉鎖損失引当金 33,329 -

その他 819,644 926,232

流動負債合計 1,809,527 1,744,642

固定負債

長期借入金 635,000 455,000

退職給付に係る負債 1,079,821 1,067,062

役員退職慰労引当金 11,830 13,215

資産除去債務 114,361 114,662

その他 783,194 763,087

固定負債合計 2,624,206 2,413,027

負債合計 4,433,734 4,157,669

純資産の部

株主資本

資本金 5,257,201 5,257,201

資本剰余金 1,320,293 1,320,293

利益剰余金 △1,404,950 △1,248,382

自己株式 △234,517 △234,574

株主資本合計 4,938,027 5,094,537

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 58,890 67,724

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △73,041 △58,251

その他の包括利益累計額合計 56,144 79,767

新株予約権 13,812 12,007

純資産合計 5,007,984 5,186,312

負債純資産合計 9,441,718 9,343,982
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 7,712,186 7,682,144

売上原価 2,188,473 2,054,769

売上総利益 5,523,713 5,627,375

販売費及び一般管理費

人件費 2,957,081 2,873,684

退職給付費用 87,998 95,448

地代家賃 1,105,698 1,045,276

その他 1,453,991 1,432,259

販売費及び一般管理費合計 5,604,769 5,446,669

営業利益又は営業損失（△） △81,055 180,706

営業外収益

受取利息 310 165

受取配当金 2,250 2,262

受取賃貸料 2,859 2,859

固定資産受贈益 3,221 1,035

受取事務手数料 2,514 2,665

貸倒引当金戻入額 - 6,294

その他 4,079 6,017

営業外収益合計 15,236 21,300

営業外費用

支払利息 18,978 14,920

その他 4,883 8,369

営業外費用合計 23,861 23,290

経常利益又は経常損失（△） △89,681 178,717

特別利益

新株予約権戻入益 2,904 1,804

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,371 3,487

特別利益合計 12,276 5,292

特別損失

固定資産除却損 3,943 1,468

減損損失 13,000 -

店舗閉鎖損失 10,052 -

店舗閉鎖損失引当金繰入額 8,547 -

工場移転損失 3,847 -

工場移転損失引当金繰入額 4,459 -

固定資産処分損 9,897 10,912

特別損失合計 53,747 12,380

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（△）

△131,153 171,628

法人税、住民税及び事業税 29,260 15,511

法人税等調整額 △556 △450

法人税等合計 28,703 15,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159,856 156,567

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（△）

△159,856 156,567
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159,856 156,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,385 8,833

退職給付に係る調整額 6,792 14,789

その他の包括利益合計 4,407 23,622

四半期包括利益 △155,449 180,190

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △155,449 180,190

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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△131,153 171,628

減価償却費 227,423 233,045

固定資産処分損益（△は益） 9,897 10,912

減損損失 13,000 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） - △7,008

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △36,330 2,030

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,691 △33,329

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 340 1,385

工場移転損失引当金の増減額（△は減少） △15,386 -

受取利息及び受取配当金 △2,561 △2,427

受取賃貸料 △2,859 △2,859

支払利息 18,978 14,920

有形固定資産除却損 3,943 1,468

売上債権の増減額（△は増加） 26,881 27,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,500 △20,367

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,149 12,474

仕入債務の増減額（△は減少） △34,320 △50,805

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,139 △3,541

その他の流動負債の増減額（△は減少） △39,722 23,797

その他 △32,184 5,430

小計 △63,534 383,865

利息及び配当金の受取額 2,585 2,442

賃貸料の受取額 2,859 2,859

利息の支払額 △18,978 △14,920

法人税等の支払額 △31,664 △25,829

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,732 348,418

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 △208,377 △150,669

無形固定資産の取得による支出 △48,165 △16,550

長期前払費用の取得による支出 △6,691 △16,344

資産除去債務の履行による支出 △5,572 △40,885

敷金及び保証金の差入による支出 △453 △23,861

敷金及び保証金の回収による収入 9,144 53,020

その他 △9,897 △10,912

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,012 △206,203

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 △242,500 △211,250

リース債務の返済による支出 △28,170 △27,974

自己株式の取得による支出 △43 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △270,714 △239,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △649,458 △97,066

現金及び現金同等物の期首残高 2,388,946 1,646,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,739,487 1,549,773
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（４）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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