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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の業績（2019年４月１日～2019年９月30日）
（１）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 ％

2020年３月期第２四半期 3,005 △7.2 20 △73.3 23 △69.4 △32 ―

2019年３月期第２四半期 3,238 0.2 75 487.2 76 ― 36 ―
　

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２四半期 △5 77 ―

2019年３月期第２四半期 6 44 ―

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第２四半期 3,356 2,361 70.3

2019年３月期 3,653 2,433 66.6

(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 2,361 百万円 2019年３月期 2,433 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 － － 0 00 － － 7 00 7 00

2020年３月期 － － 0 00

2020年３月期(予想) － － 7 00 7 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月期の業績予想（2019年４月１日～2020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 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 6,358 △4.5 280 △7.8 288 △6.8 170 △31.7 30 06

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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) 2020年３月期２Ｑ 5,670,000株 2019年３月期 5,670,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 439株 2019年３月期 439株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 5,669,561株 2019年３月期２Ｑ 5,669,561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、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。
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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２四半期累計期間は、前事業年度に引き続き業態変更及び販売促進の強化による既存店舗の業況改善、業績不振

店舗の閉鎖による損失の切り離しを進めつつ、規模の拡大による全社業績の向上を企図し新規出店を再開するものとし

ております。

以上の方針により、当第２四半期累計期間においては次の新規出店及び業態変更、閉鎖を実施しました。

○新規出店

　赤から佐野店

○業態変更

　忍家浦和駅西口店 → うま囲浦和駅西口店（埼玉県さいたま市浦和区）※新業態

　忍家土浦駅前店 → もんどころ土浦駅前店（茨城県土浦市）

　味斗いわき泉店 → 赤からいわき泉店（福島県いわき市）

忍家小山店 → 赤から小山店（栃木県小山市）

○閉鎖

　いきなりステーキ水戸千波店（茨城県水戸市）

忍家水戸駅南店（茨城県水戸市）

忍家いわき谷川瀬店（福島県いわき市）

　忍家柏西口店（千葉県柏市）

以上により、当第２四半期会計期間末の店舗数は99店舗となり、前事業年度末から３店舗減少し、前年同四半期会計

期間末と比べた場合は７店舗減少しました。

なお、当第２四半期累計期間において次の閉鎖を決定しております。

○忍家業態４店舗

　茨城県嶋市１店舗、埼玉県さいたま市大宮区１店舗・同越谷市１店舗、東京都小金井市１店舗

業績につきましては、業態変更及び広告宣伝の強化等により既存店舗の売上高は前事業年度と同等の実績を確保しま

した。しかしながら、前事業年度及び当四半期累計期間の閉鎖店舗にかかる減収により、売上高は3,005,270千円と前年

同四半期に比べ232,881千円(7.2％)の減収となりました。

利益面につきましては、売上総利益が2,222,439千円と前年同四半期に比べ158,333千円(6.7％)減少し、広告宣伝及び

販売促進強化に要する費用、新規出店及び業態変更にかかる臨時費用の増加に対し、閉鎖店舗にかかる固定費の減少等

により販売費及び一般管理費は103,027千円(4.5％)減少しましたが、営業利益は20,130千円と前年同四半期比べ55,306

千円(73.3％)減少しました。

　経常利益につきましては、23,437千円と前年同四半期に比べ53,229千円(69.4％)減少しました。

　四半期純損失につきましては、店舗設備の売却に伴う「固定資産売却損」16,725千円、閉鎖確定店舗等にかかる「減

損損失」26,476千円及び「店舗閉鎖損失引当金繰入額」14,245千円等の合計60,704千円の特別損失の計上により32,740

千円(前年同四半期・四半期純利益36,517千円)となり前年同四半期に比べ69,257千円減少しました。

　当第２四半期累計期間における経営成績は次のとおりであります。

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 増減対比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

売上高 3,238,151千円 3,005,270千円 △232,881千円 △7.2％

販売費及び一般管理費 2,305,335千円 71.2％ 2,202,308千円 73.3％ △103,027千円 △4.5％

営業利益 75,437千円 2.3％ 20,130千円 0.7％ △55,306千円 △73.3％

経常利益 76,666千円 2.4％ 23,437千円 0.8％ △53,229千円 △69.4％

四半期純利益又は
四半期純損失(△)

36,517千円 1.1％ △32,740千円 △1.1％ △69,257千円 ―
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当第２四半期累計期間におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。

売上高 営業利益又は営業損失(△)

金額 前年同期増減対比 金額 前年同期増減対比

北関東エリア 1,222,793千円
△88,169千円

129,230千円
△18,708千円

（△6.7％） （△12.6％）

首都圏エリア 1,282,296千円
△95,186千円

113,666千円
△6,484千円

（△6.9％） （△5.4％）

東北エリア 500,181千円
△49,506千円

24,345千円
△21,144千円

（△9.0％） （△46.5％）

その他 ― 千円
△18千円

△247,111千円
△8,968千円

（―） （―）

（２）財政状態に関する説明

　(資産の部)

流動資産は、1,600,747千円となり前事業年度末に比べ211,113千円(11.7％)減少しました。

これは主に、決算月次の売上高の減少に伴う「現金及び預金」の減少171,185千円及び「売掛金」の減少14,875千

円、主に未収入金の減少による「その他」の減少17,852千円等によるものであります。

固定資産は、1,755,707千円となり前事業年度末に比べ86,234千円(4.7％)減少しました。

これは主に、「繰延税金資産」の増加12,191千円、「長期預金」の増加2,150千円等に対し、減価償却の進捗及び減

損損失の計上に伴う「有形固定資産」の減少65,361千円、店舗閉鎖に伴う「敷金及び保証金」の減少28,216千円、返

戻の進捗及び店舗閉鎖に伴う放棄等による「長期貸付金」の減少8,453千円等によるものであります。

　(負債の部)

流動負債は、574,888千円となり前事業年度末に比べ204,405千円(26.2％)減少しました。

これは主に、賞与算定期間の差異による「賞与引当金」の増加17,394千円、店舗閉鎖の決定に伴う「店舗閉鎖損失

引当金」の増加2,419千円等に対し、決算月次の仕入高の減少に伴う「買掛金」の減少34,162千円、主に決算月次の給

与及び消耗品購入額の減少による「未払金」の減少60,105千円、「未払法人税等」の減少12,286千円、主に前受収益

の減少等によるその他の減少111,633千円等によるものであります。

固定負債は、420,401千円となり前事業年度末に比べ20,617千円(4.7％)減少しました。

これは主に、閉鎖店舗にかかる原状回復義務の履行及び消滅に伴う「資産除去債務」の減少17,343千円等によるも

のであります。

(純資産の部)

純資産合計は、2,361,165千円となり前事業年度末に比べ72,325千円(3.0％)減少しました。

これは主に、「四半期純損失」32,740千円及び「剰余金の配当」39,686千円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期通期業績予想につきましては、自然災害の発生や消費税増税等による影響を注視する必要はあります

が、現時点においては修正はございません。なお、今後の業績推移に応じて、修正の必要性が生じた場合には、速や

かに公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,557,530 1,386,345

売掛金 80,987 66,111

原材料 43,980 44,806

前払費用 94,250 86,223

その他 35,111 17,259

流動資産合計 1,811,861 1,600,747

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 568,950 506,874

その他（純額） 60,937 57,652

有形固定資産合計 629,888 564,526

無形固定資産 9,368 8,132

投資その他の資産

長期貸付金 116,913 108,460

繰延税金資産 382,894 395,085

敷金及び保証金 564,673 536,456

長期預金 12,350 14,500

その他 125,854 128,544

投資その他の資産合計 1,202,686 1,183,048

固定資産合計 1,841,942 1,755,707

資産合計 3,653,804 3,356,455
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 173,821 139,658

未払金 295,429 235,324

未払法人税等 36,472 24,185

賞与引当金 19,874 37,269

店舗閉鎖損失引当金 12,047 14,467

株主優待引当金 17,771 17,335

資産除去債務 16,832 11,234

その他 207,045 95,412

流動負債合計 779,294 574,888

固定負債

資産除去債務 421,536 404,193

その他 19,481 16,208

固定負債合計 441,018 420,401

負債合計 1,220,312 995,289

純資産の部

株主資本

資本金 292,375 292,375

資本剰余金 282,375 282,375

利益剰余金 1,866,366 1,793,939

自己株式 △192 △192

株主資本合計 2,440,924 2,368,496

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,432 △7,331

評価・換算差額等合計 △7,432 △7,331

純資産合計 2,433,491 2,361,165

負債純資産合計 3,653,804 3,356,455
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 3,238,151 3,005,270

売上原価 857,378 782,830

売上総利益 2,380,772 2,222,439

販売費及び一般管理費 2,305,335 2,202,308

営業利益 75,437 20,130

営業外収益

受取利息 964 846

受取配当金 1,357 1,426

その他 1,390 1,130

営業外収益合計 3,712 3,402

営業外費用

支払利息 2,034 88

その他 448 7

営業外費用合計 2,482 96

経常利益又は経常損失（△） 76,666 23,437

特別利益

固定資産売却益 1,075 ―

特別利益合計 1,075 ―

特別損失

固定資産売却損 ― 16,725

固定資産除却損 170 318

減損損失 9,563 26,476

店舗閉鎖損失 2,269 2,938

店舗閉鎖損失引当金繰入額 768 14,245

特別損失合計 12,772 60,704

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 64,970 △37,267

法人税等 28,452 △4,526

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,517 △32,740
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

○税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。
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