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(百万円未満切捨て)

1．2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第1四半期 7,551 △8.0 80 △86.6 90 △85.0 61 △84.7

2019年3月期第1四半期 8,209 △6.6 598 △57.3 602 △57.1 400 △58.1
(注)包括利益 2020年3月期第1四半期 9百万円(△98.0％) 2019年3月期第1四半期 451百万円(△52.7％)

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

2020年3月期第1四半期 1.31 1.31

2019年3月期第1四半期 8.56 8.55

(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

2020年3月期第1四半期 23,011 18,578 80.5 395.67

2019年3月期 23,797 18,704 78.4 398.48
(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 18,531百万円 2019年3月期 18,662百万円

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

2019年3月期 － 5.00 － 3.00 8.00
2020年3月期 －

2020年3月期(予想) 4.00 － 4.00 8.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3．2020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) 14,400 △10.0 △2,000 － △2,000 － △2,020 － △43.13

通期 30,800 △5.9 △3,500 － △3,500 － △3,550 － △75.80
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有
　

(注)詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表

の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(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) 2020年3月期1Ｑ 48,675,100株 2019年3月期 48,675,100株

② 期末自己株式数 2020年3月期1Ｑ 1,839,162株 2019年3月期 1,839,162株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期1Ｑ 46,835,938株 2019年3月期1Ｑ 46,785,530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等については、添付資料３ページ「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１四半期のわが国経済は、輸出や生産の弱さが見られるものの、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな

景気回復基調が続きました。当社サービスの対象である外食産業においては売上高が前年を上回る月が続きまし

たが、労働需給の逼迫等経営環境には厳しさも見られます。

当第１四半期連結累計期間の売上高は7,551百万円（前年同期比8.0％減）となりました。事業区分別の売上高

は、下表のとおりです。

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

対前年
同四半期
増減率
(％)金額(千円) 金額(千円)

基盤事業

飲食店販促サービス

ストック型サービス 6,778,289 6,014,658 △11.3

スポット型サービス 751,775 967,682 ＋28.7

小計 7,530,064 6,982,340 △7.3

プロモーション 144,808 118,215 △18.4

小計 7,674,873 7,100,555 △7.5

関連事業 534,214 451,284 △15.5

合計 8,209,087 7,551,840 △8.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

飲食店販促サービスの売上高は、前期において加盟飲食店による大幅な減解約が発生しストック型売上の減少

が続いたことを主因とし、前年同期比7.3％減の6,982百万円となりました。当社は大幅な減解約発生の要因を、

飲食店の事業環境変化への対応が遅れ、特に加盟飲食店への送客力が低下したことと認識しており、業績回復及

び再成長のために、今期はネット予約の利便性向上と利用促進を通じ送客力の回復に注力することとしておりま

す。2018年７月に資本業務提携契約を締結した楽天株式会社との協業のもと、当第１四半期においては楽天スー

パーポイントをフックとしたネット予約促進施策としてキャンペーンや特集を展開し、その結果、ネット予約件

数の伸び率は前年同期比140％台で推移し、ネット予約手数料売上の拡大がスポット型売上の増加を牽引いたしま

した。なお同社とは５月に資本業務提携の強化に係る契約を新たに締結し、協業体制のより一層の強化を図って

おります。

またプロモーション、関連事業においては、飲食店販促サービスの業績回復へ社内リソースの集中を図ること

を目的に事業整理の検討を進めており、一都三県のお出かけ情報メディア「レッツエンジョイ東京」は９月２日

付で会社分割し新設会社の株式譲渡を実施することを決定いたしました。他方、訪日外国人向け観光情報サービ

ス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE」は５月に災害情報の発信を強化し、引き続き掲載情報の拡充、サービスエリア

の拡大等を進めることとしております。

費用面については、前期より提供開始した広告出稿やSNSをはじめとした外部メディアの運用など飲食店業務を

代行する業務支援サービスに係る費用の発生を主因とし、売上原価は前年同期比12.5％増の2,684百万円となりま

した。他方、販売費及び一般管理費は、人材派遣や業務委託を中心とした経費削減により前年同期比8.4％減の

4,787百万円となりました。

以上の結果、営業利益は前年同期比86.6％減の80百万円、経常利益は前年同期比85.0％減の90百万円、親会社

株主に帰属する四半期純利益は前年同期比84.7％減の61百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末と比べ785百万円減少し、23,011百万円と

なりました。主な増減内訳は、現金及び預金567百万円の増加、受取手形及び売掛金673百万円の減少、ソフトウエ

ア610百万円の減少であります。

負債については、前連結会計年度末と比べ660百万円減少し、4,433百万円となりました。主な増減内訳は、賞与

引当金382百万円の減少、未払金335百万円の減少であります。

純資産については、前連結会計年度末と比べ125百万円減少し、18,578百万円となりました。これは主に親会社

株主に帰属する四半期純利益の計上61百万円(増加要因)、剰余金の配当140百万円(減少要因)、投資有価証券の時

価評価に伴うその他有価証券評価差額金の減少60百万円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

当期の連結業績は第２四半期累計期間において営業損失2,000百万円、通期において同3,500百万円と予想して

いるところ、当第１四半期においては、ネット予約促進施策が奏功しネット予約手数料売上が順調に拡大したこ

と、業務委託を中心とした費用削減が前倒しで進んだこと、また広告宣伝費の投下を一部先送りしたことなどに

より営業利益80百万円となりました。

第30回定時株主総会及び取締役会（６月19日）決議により大幅に変更した経営及び業務執行の体制の下、業績

回復及び再成長に向けて引き続き課題の抽出と施策の検討・実施をあらためて進めているところであり、現時点

で2019年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

今後、当期の業績予想についても精査し、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
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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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,630,364 8,197,689

受取手形及び売掛金 4,536,063 3,862,360

未収入金 1,636,447 1,585,382

その他 1,099,744 1,211,889

貸倒引当金 △298,993 △246,458

流動資産合計 14,603,626 14,610,864

固定資産

有形固定資産 1,163,040 1,100,205

無形固定資産

ソフトウエア 3,745,185 3,134,858

その他 205,042 243,449

無形固定資産合計 3,950,227 3,378,307

投資その他の資産 4,080,913 3,922,578

固定資産合計 9,194,181 8,401,091

資産合計 23,797,808 23,011,955

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 229,919 131,591

未払法人税等 168,574 56,229

賞与引当金 709,854 327,693

ポイント引当金 328,884 274,790

未払金 2,416,444 2,080,696

その他 925,868 1,284,834

流動負債合計 4,779,545 4,155,835

固定負債

資産除去債務 313,286 276,332

その他 900 900

固定負債合計 314,186 277,232

負債合計 5,093,731 4,433,067

純資産の部

株主資本

資本金 2,334,300 2,334,300

資本剰余金 2,884,780 2,884,780

利益剰余金 18,162,181 18,082,956

自己株式 △4,863,326 △4,863,326

株主資本合計 18,517,935 18,438,710

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 159,910 99,408

為替換算調整勘定 △14,884 △6,431

その他の包括利益累計額合計 145,026 92,977

新株予約権 41,113 47,200

純資産合計 18,704,076 18,578,888

負債純資産合計 23,797,808 23,011,955
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 8,209,087 7,551,840

売上原価 2,385,866 2,684,057

売上総利益 5,823,221 4,867,783

販売費及び一般管理費 5,225,094 4,787,413

営業利益 598,127 80,369

営業外収益

受取配当金 2,948 2,987

未払配当金除斥益 － 2,419

その他 3,515 4,350

営業外収益合計 6,464 9,757

営業外費用

為替差損 2,131 －

営業外費用合計 2,131 －

経常利益 602,460 90,127

特別利益

新株予約権戻入益 85 －

特別利益合計 85 －

税金等調整前四半期純利益 602,545 90,127

法人税等 201,942 28,844

四半期純利益 400,603 61,282

親会社株主に帰属する四半期純利益 400,603 61,282
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 400,603 61,282

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 58,075 △60,502

為替換算調整勘定 △6,796 8,452

その他の包括利益合計 51,278 △52,049

四半期包括利益 451,881 9,233

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 451,881 9,233
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、一部の連結会社において当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。
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