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1. 2021年2月期第1四半期の連結業績（2020年3月1日～2020年5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2月期第1四半期 1,095 △45.0 △298 ― △290 ― △251 ―

2020年2月期第1四半期 1,993 2.9 71 33.7 77 43.3 41 49.8

（注）包括利益 2021年2月期第1四半期　　△251百万円 （―％） 2020年2月期第1四半期　　41百万円 （49.8％）

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2月期第1四半期 △41.80 ―

2020年2月期第1四半期 6.95 ―

(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2月期第1四半期 6,910 2,675 38.6

2020年2月期 5,959 2,985 50.1

（参考）自己資本 2021年2月期第1四半期 2,667百万円 2020年2月期 2,978百万円

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2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2021年2月期 ―

2021年2月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2021年2月期の配当につきましては、未定とさせていただきます。

3. 2021年 2月期の連結業績予想（2020年 3月 1日～2021年 2月28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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

新型コロナウィルス感染症拡大による影響により、現時点では、適正かつ合理的な業績予想の算定が非常に困難な状況であり、2020年４月６日に公表しました
業績予想を一旦取り下げ、未定とさせていただき、業績予想の算定が可能となった時点で改めて公表させていただきます。



※ 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2月期1Q 6,021,112 株 2020年2月期 6,021,112 株

② 期末自己株式数 2021年2月期1Q 13,756 株 2020年2月期 13,756 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年2月期1Q 6,007,356 株 2020年2月期1Q 6,007,356 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

2021年2月期の業績につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、現時点で適正かつ合理的な算定が困難なため、未定といたします。今後、業績予
想が合理的に算定可能となった時点で速やかに公表いたします。
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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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外の政治、経済情勢の不確実性や、国内の諸物価の上昇等により

不安定な状況が続いている中、世界的な新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、景気の先行きが悪化していると言え

ます。

外食産業におきましては、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた外出自粛要請や、それに伴う臨時休業や営

業時間の短縮により、経営環境は極めて厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社グループにおいても、新型コロナウィルス感染症拡大の影響は甚大で、業績が大きく低迷

する事態となっております。

　当社グループといたしましては、お客様及び従業員の感染防止を最優先事項と位置づけ、従業員のマスク着用、消毒

用アルコールの店舗設置、間隔を空けての席の設置、従業員の検温・体調管理の徹底等を行ってまいりました。

また、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、不採算店舗3店舗の撤退、臨時休業、営業時間の短縮を余儀なくされ

る中で、投下労働時間の削減、賃料の引下げ等の経費削減を図る一方、売上確保策として、弁当販売、テイクアウト販

売を拡大して取り組んでおります。

尚、当第1四半期連結累計期間の新規出店については、らら亭業態で１店舗の出店を行ったことから、当第1四半期連

結累計期間の店舗数は、124店舗となりました。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の売上は10億95百万円(前年同期比45.0%減)、営業損失は2億98百万円(前年

同期は営業利益71百万円)、経常損失は2億90百万円(前年同期は経常利益77百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損

失は2億51百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益41百万円)となりました。

　今後につきましても、お客様が安心して店舗内でお食事をして頂けるよう感染防止の環境作りを徹底するとともに、

弁当、テイクアウト商品を中心とした外販事業にも積極的に取り組み、売上確保を図ってまいります。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結事業年度末と比較して9億51百万円増加し、69億10百万円とな

りました。

　流動資産の合計は9億28百万円増加し、18億86百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加9億76百万円によ

るものであります。

　固定資産の合計は22百万円増加し、50億24百万円となりました。これは主に繰延税金資産の増加47百万円によるもの

であります。

(負債)

負債総額は、前連結事業年度末と比較して12億61百万円増加し、42億35百万円となりました。

　これは主に長期借入金の増加12億11百万円によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結事業年度末と比較して3億9百万円減少し、26億75百万円となりました。

　これは主に利益剰余金の減少3億11百万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

　当期の予想につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う営業自粛や休業が大きく影響しており、2020

年４月6日に公表しました業績予想を一旦取り下げ未定とさせていただきました。
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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２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 568,804 1,545,494

売掛金 33,360 25,792

商品及び製品 184,050 146,404

原材料及び貯蔵品 24,161 21,045

その他 147,282 147,644

流動資産合計 957,659 1,886,381

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,840,576 1,804,668

機械装置及び運搬具（純額） 34,534 31,727

工具、器具及び備品（純額） 110,504 109,040

土地 1,995,469 1,995,469

建設仮勘定 ― 24,684

有形固定資産合計 3,981,085 3,965,589

無形固定資産 124,374 123,225

投資その他の資産

投資有価証券 1,083 1,083

長期貸付金 189,248 180,072

敷金及び保証金 614,434 614,721

繰延税金資産 67,079 115,010

その他 46,108 44,768

貸倒引当金 △21,462 △19,902

投資その他の資産合計 896,492 935,753

固定資産合計 5,001,952 5,024,567

資産合計 5,959,612 6,910,949

負債の部

流動負債

買掛金 178,061 81,185

1年内返済予定の長期借入金 761,306 1,126,382

未払法人税等 78,126 16,538

賞与引当金 20,929 ―

ポイント引当金 26,716 22,627

その他 452,509 322,457

流動負債合計 1,517,650 1,569,191

固定負債

長期借入金 1,236,304 2,447,364

長期未払金 10,400 10,400

資産除去債務 118,292 118,807

その他 91,429 89,574

固定負債合計 1,456,426 2,666,145

負債合計 2,974,076 4,235,336
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,238,984 1,238,984

資本剰余金 973,559 973,559

利益剰余金 795,587 484,399

自己株式 △29,615 △29,615

株主資本合計 2,978,516 2,667,328

新株予約権 3,169 4,405

非支配株主持分 3,849 3,878

純資産合計 2,985,536 2,675,613

負債純資産合計 5,959,612 6,910,949
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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 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年５月31日)

売上高 1,993,307 1,095,754

売上原価 640,622 368,393

売上総利益 1,352,684 727,360

販売費及び一般管理費 1,281,403 1,025,436

営業利益又は営業損失(△) 71,281 △298,075

営業外収益

受取利息 1,569 1,253

協賛金収入 1,944 2,172

受取賃貸料 21,793 20,055

その他 2,418 5,037

営業外収益合計 27,726 28,517

営業外費用

支払利息 2,694 2,615

賃貸費用 18,858 17,785

その他 429 122

営業外費用合計 21,981 20,524

経常利益又は経常損失(△) 77,026 △290,082

特別利益

固定資産売却益 324 ―

特別利益合計 324 ―

特別損失

固定資産除却損 65 ―

特別損失合計 65 ―

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(△)

77,284 △290,082

法人税、住民税及び事業税 32,323 8,959

法人税等調整額 3,062 △47,956

法人税等合計 35,385 △38,996

四半期純利益又は四半期純損失(△) 41,898 △251,085

非支配株主に帰属する四半期純利益 173 28

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(△)

41,725 △251,114
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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 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) 41,898 △251,085

四半期包括利益 41,898 △251,085

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 41,725 △251,114

非支配株主に係る四半期包括利益 173 28
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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。
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（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。

（追加情報）

　 (新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウィルス感染症拡大の影響については、当期中は完全に回復せず、次期以降は例年並みの需要が

見込まれると仮定し、繰延税金資産の回収可能性及び減損損失の認識の判定等の会計上の見積りを行っており

ます。
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