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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 4,715 △58.6 △3,501 ― △3,463 ― △3,983 ―

2020年3月期第3四半期 11,383 △1.0 66 △45.0 81 △39.9 △7 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　△3,967百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　31百万円 （△83.2％）

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3四半期 △152.30 ―

2020年3月期第3四半期 △0.28 ―

(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3四半期 6,675 439 6.6

2020年3月期 8,334 4,407 52.9

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 439百万円 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 ― 0.00 ―

2021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. 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3Q 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3Q 426,754 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3Q 26,152,791 株 2020年3月期3Q 26,152,735 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3四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様式の変化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を更に

徹底しております。

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3四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比41.4％の47億15百万円となりました。

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35億1百万円

（前年同期は営業利益66百万円）、経常損失34億63百万円（前年同期は経常利益81百万円）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失は39億83百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失7百万円）となりました。

なお、当第3四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）」32店舗、「テング酒場（「立呑み神田屋」「ミートキッチンlog50」含む）」59

店舗の合計110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3四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16億58百万円減少し、66億75百万円と

なりました。この主な要因といたしましては、未収入金が5億74百万円増加したのに対して、現金及び預金が8億40

百万円、有形固定資産が3億87百万円、敷金及び保証金が10億3百万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23億8百万円増加し、62億36百万円となりました。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、未払金が1億95百万円増加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39億67百万円減少し、4億39百万円となりました。この

主な要因といたしましては、利益剰余金が39億83百万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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,449,588 609,537

売掛金 117,124 104,901

たな卸資産 190,233 231,621

未収入金 175,717 750,095

その他 217,693 201,829

貸倒引当金 △29,282 △25,782

流動資産合計 2,121,074 1,872,203

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,759,635 7,289,804

減価償却累計額 △6,324,058 △6,120,699

建物及び構築物（純額） 1,435,576 1,169,105

機械及び装置 1,240,854 1,175,572

減価償却累計額 △996,833 △956,285

機械及び装置（純額） 244,021 219,287

工具、器具及び備品 1,894,579 1,718,519

減価償却累計額 △1,559,994 △1,481,873

工具、器具及び備品（純額） 334,584 236,646

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 - 1,720

有形固定資産合計 2,259,285 1,871,863

無形固定資産 84,526 51,974

投資その他の資産

敷金及び保証金 3,719,648 2,716,296

その他 153,880 167,093

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 3,869,928 2,879,789

固定資産合計 6,213,740 4,803,627

資産合計 8,334,814 6,675,830
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 230,568 242,747

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 25,000

未払法人税等 77,168 143,933

店舗閉鎖損失引当金 18,183 93,027

資産除去債務 - 19,131

未払金 490,467 685,748

その他 1,016,025 1,069,543

流動負債合計 2,432,412 4,779,131

固定負債

退職給付に係る負債 1,130,672 1,141,843

役員退職慰労引当金 18,026 20,932

資産除去債務 116,178 111,112

その他 230,482 183,353

固定負債合計 1,495,359 1,457,242

負債合計 3,927,772 6,236,374

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 △6,072,221

自己株式 △161,816 △161,823

株主資本合計 4,326,253 343,155

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 32,603

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 △6,597

その他の包括利益累計額合計 80,788 96,300

純資産合計 4,407,042 439,456

負債純資産合計 8,334,814 6,675,830
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 11,383,755 4,715,790

売上原価 3,101,151 1,556,440

売上総利益 8,282,603 3,159,349

販売費及び一般管理費

人件費 4,407,401 3,432,657

退職給付費用 101,663 88,711

地代家賃 1,524,437 1,421,166

その他 2,182,837 1,718,436

販売費及び一般管理費合計 8,216,340 6,660,971

営業利益又は営業損失（△） 66,262 △3,501,621

営業外収益

受取利息 80 23

受取配当金 6,191 6,559

受取賃貸料 4,289 4,098

固定資産受贈益 3,730 2,474

受取事務手数料 3,954 2,446

貸倒引当金戻入額 4,000 3,500

受取補償金 3,290 -

雇用調整助成金 - 47,927

その他 11,694 7,741

営業外収益合計 37,230 74,771

営業外費用

支払利息 13,280 28,226

その他 8,550 8,675

営業外費用合計 21,831 36,901

経常利益又は経常損失（△） 81,662 △3,463,751

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 3,141 4,739

その他 242 -

特別利益合計 4,029 4,739

特別損失

固定資産除却損 1,676 1,953

減損損失 10,565 366,771

店舗閉鎖損失 19,577 32,119

店舗閉鎖損失引当金繰入額 - 93,027

固定資産処分損 15,061 2,146

その他 248 -

特別損失合計 47,129 496,019

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（△）

38,562 △3,955,031

法人税、住民税及び事業税 46,591 29,054

法人税等調整額 △835 △995

法人税等合計 45,756 28,059

四半期純損失（△） △7,193 △3,983,090

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（△） △7,193 △3,983,090
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純損失（△） △7,193 △3,983,090

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,275 11,722

退職給付に係る調整額 16,217 3,788

その他の包括利益合計 38,493 15,511

四半期包括利益 31,299 △3,967,578

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,299 △3,967,578

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）

新型コロナウイルス感染拡大による影響で、わが国においても緊急事態宣言が発令され、その解除以降も感染の

二次拡大が生じたことにより、当社グループの事業活動にも大きな影響を及ぼしております。今後も当社グループ

の事業に影響が及ぶことが想定されますが、その影響の収束の見通しにつきましては、2021年度にかけて影響が継

続するものとの仮定のもと、固定資産の減損会計の適用に当たっての会計上の見積りを行っており、第2四半期連結

会計期間の見積りの前提から重要な変更はありません。

なお、上述の仮定は現時点の判断であり、今後の状況次第では見直しの可能性があります。

　


