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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第1四半期 3,940 3.8 92 78.4 82 74.0 58 256.3
26年3月期第1四半期 3,795 △1.6 51 △40.0 47 △48.8 16 △71.8

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 70百万円 （172.8％） 26年3月期第1四半期 25百万円 （△47.7％）

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

27年3月期第1四半期 2.23 ―
26年3月期第1四半期 0.63 ―

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

27年3月期第1四半期 10,682 7,320 68.3 281.07
26年3月期 10,541 7,235 68.4 277.78
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 7,297百万円 26年3月期 7,211百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 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) 7,854 5.5 21 ― 28 ― △40 ― △1.54
通期 15,883 5.5 182 ― 194 ― 62 ― 2.39



(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 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 26,579,527 株 26年3月期 26,579,527 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 617,679 株 26年3月期 617,639 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 25,961,848 株 26年3月期1Q 25,962,159 株
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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、政府による各種経済政策・金融政策により円安・株高傾向

が続き、企業業績の改善や雇用情勢の好転により、全体としては緩やかながらも景気回復の動きが見られておりま

す。一方で、消費税増税や物価上昇の懸念もあり、依然として先行きは不透明といえます。

また、個人消費に関しましても、一部で高価格帯の商品の需要が増加傾向にあるといわれますが、消費税率のア

ップ等による個人所得に対する先行きの不透明感などにより、引き続き厳しい経営環境が続いております。

特に外食産業におきましては、原材料価格やエネルギーコストの上昇に加え、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、当社グループにおきましては、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。

店舗状況といたしまして、当第1四半期連結会計期間末における当社グループの店舗数は、「旬鮮酒場天狗」29店

舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」「ステーキ大作戦」含む）」46店舗、「テング酒場」50店舗の合計

125店舗となっております（内フランチャイズ1店舗）。

もっとも、このような取り組みに際し、あくまで当社グループ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、当社グループ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営業に係る内部監査や衛生監査について、

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1四半期連結累計期間における連結売上高は、39億40百万円で前第1四

半期連結累計期間比103.8％となっております。

他方、利益面につきましては、各種効率化施策を実施したものの、物価の上昇に伴う原価率・水光熱費の上昇や

人件費の増加により、経費が増加してしまいましたが、売上高の改善により営業利益は92百万円（前年同期は営業

利益51百万円）、経常利益82百万円（前年同期は経常利益47百万円）、四半期純利益58百万円（前年同期は四半期純

利益16百万円）となり、収益率は改善しております。

（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1億40百万円増加し、106億82百万円と

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52百万円、その他流動資産が1億円減少したものの、

現金及び預金が3億14百万円増加している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55百万円増加し、33億61百万円となりました。その主な要因といたしま

しては、長期借入金が80百万円減少いたしましたが、流動負債その他が1億72百万円増加していることによるもので

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85百万円増加し、73億20百万円となりました。その主

な要因といたしましては、利益剰余金が73百万円増加している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27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26年5月12日付「平成26年3月期決算短信〔日

本基準〕（連結）」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．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法については期間定額基準を採用し、割引率の決定方法については、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数

に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が15百万円減少し、利益剰余金が15百万円増

加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,467,133 2,781,670

売掛金 122,031 107,766

たな卸資産 176,934 180,696

その他 399,871 298,991

流動資産合計 3,165,971 3,369,125

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,331,523 9,374,892

減価償却累計額 △7,338,330 △7,413,212

建物及び構築物（純額） 1,993,192 1,961,679

機械及び装置 1,543,338 1,552,040

減価償却累計額 △1,238,326 △1,248,782

機械及び装置（純額） 305,011 303,257

工具、器具及び備品 1,769,098 1,770,013

減価償却累計額 △1,546,397 △1,566,284

工具、器具及び備品（純額） 222,700 203,729

土地 245,103 245,103

有形固定資産合計 2,766,008 2,713,770

無形固定資産 111,392 109,584

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,355,715 4,347,152

その他 183,106 195,373

貸倒引当金 △40,273 △52,691

投資その他の資産合計 4,498,548 4,489,834

固定資産合計 7,375,948 7,313,189

資産合計 10,541,920 10,682,314
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 365,296 353,507

1年内返済予定の長期借入金 321,000 321,000

1年内償還予定の社債 25,000 25,000

未払法人税等 53,920 38,675

その他 655,151 828,071

流動負債合計 1,420,368 1,566,254

固定負債

長期借入金 788,250 708,000

退職給付に係る負債 964,740 952,418

資産除去債務 22,500 22,500

その他 110,574 112,410

固定負債合計 1,886,064 1,795,328

負債合計 3,306,433 3,361,583

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 774,363 847,485

自己株式 △234,139 △234,151

株主資本合計 7,117,719 7,190,828

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 24,623 34,877

土地再評価差額金 65,208 65,208

退職給付に係る調整累計額 4,029 6,154

その他の包括利益累計額合計 93,861 106,241

新株予約権 23,906 23,661

純資産合計 7,235,487 7,320,731

負債純資産合計 10,541,920 10,682,314
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,795,204 3,940,319

売上原価 1,027,182 1,076,626

売上総利益 2,768,022 2,863,693

販売費及び一般管理費

人件費 1,391,596 1,449,780

退職給付費用 35,333 40,931

地代家賃 559,424 563,905

その他 729,679 716,311

販売費及び一般管理費合計 2,716,034 2,770,928

営業利益 51,988 92,764

営業外収益

受取利息 241 212

受取配当金 1,659 2,125

受取賃貸料 1,429 1,429

固定資産受贈益 1,312 1,835

その他 3,252 2,483

営業外収益合計 7,895 8,085

営業外費用

支払利息 4,450 4,627

支払補償費 7,522 -

貸倒引当金繰入額 - 12,417

その他 613 1,491

営業外費用合計 12,586 18,536

経常利益 47,297 82,314

特別利益

受取補償金 - 14,134

新株予約権戻入益 56 245

特別利益合計 56 14,379

特別損失

固定資産除却損 4,178 1,068

リニューアル諸費用 5,172 -

減損損失 - 5,055

固定資産処分損 783 6,291

特別損失合計 10,133 12,414

税金等調整前四半期純利益 37,220 84,279

法人税、住民税及び事業税 20,999 26,256

法人税等調整額 △63 -

法人税等合計 20,935 26,256

少数株主損益調整前四半期純利益 16,284 58,023

四半期純利益 16,284 58,023
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 16,284 58,023

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,524 10,254

退職給付に係る調整額 - 2,125

その他の包括利益合計 9,524 12,379

四半期包括利益 25,809 70,402

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 25,809 70,402
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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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