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1. 2021年2月期第2四半期の連結業績（2020年3月1日～2020年8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2四半期 2,588 △36.4 △359 ― △341 ― △399 ―

2020年2月期第2四半期 4,067 1.6 138 △8.0 147 △8.7 71 △14.7

（注）包括利益 2021年2月期第2四半期　　△399百万円 （―％） 2020年2月期第2四半期　　71百万円 （△14.7％）

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

2021年2月期第2四半期 △66.48 ―

2020年2月期第2四半期 11.89 ―

(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2四半期 6,685 2,528 37.7

2020年2月期 5,959 2,985 50.0

（参考）自己資本 2021年2月期第2四半期 2,519百万円 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 ― 0.00

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 ： 無

2021年2月期末の配当金につきましては、未定とさせていただいております。

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、対前期増減率）

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

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 ： 無

新型コロナウィルス感染症拡大による影響により、現時点では適正且つ合理的な業績予想の判定が非常に困難な状況であり、2021年2月期通期の業績予想は
未定とさせていただいております。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2Q 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2Q 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2Q 6,007,356 株 2020年2月期2Q 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

新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、現時点では適正且つ合理的な業績予想の判定が非常に困難な状況であり、2021年２月期通期の業績予想
は未定とさせていただいております。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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界規模での新型コロナウィルス感染症拡大のため、政府から

緊急事態宣言が出され、不要不急の外出自粛要請等により、経済活動、国内消費がこれまでに経験したことのない規

模で落ち込みました。

外食産業におきましても、同感染症の拡大防止のため、休業あるいは営業時間短縮を余儀なくされ、またソーシャ

ルディスタンス確保のための客席の削減等により、テイクアウトを主力とする中食との競争も相まって、極めて厳し

い経営環境が続いております。

　 このような状況の下、当社グループでは、お客様、従業員の安全・安心の確保を最優先課題として位置づけ、従業

　員の検温、マスク着用、アルコール消毒・手洗い、飛沫感染防止、換気等を実施し、感染拡大防止対策を徹底するこ

　とで、お客様が安心してご来店できる3密を避ける環境作りに取り組んでまいりました。

　 また、新たな販路拡大と、当社グループのビジョンである「生産から販売までの一貫したシステム構築」の実現を

目指すことを目的として、本年８月、本社屋１階に野菜類、弁当・惣菜類、加工食品等を小売する「新鮮市場 フレ

ッシュ・マルシェ」をオープンいたしました。同店舗では、当社グループ会社である株式会社亘理ファームで栽培し

ている野菜類や、本部工場で生産している製品(豆腐・キムチ等)を販売をしており、感染症による影響下での売上確

保と総合食品会社としての認知度の向上に努めております。

　 コスト面では、効率的な人員の配置による投下労働時間の削減や賃料引下げ要請により、固定費の削減に取り組ん

でおり、引き続き徹底した効率化を図ってまいります。

　 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は25億88百万円(前年同期比36.4%減)、営業損失は３億59百万円

(前年同期は営業利益１億38百万円)、経常損失は３億41百万円(前年同期は経常利益１億47百万円)、親会社株主に帰

属する四半期純損失は３億99百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益71百万円)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、

弁当デリバリー事業を含めた外販事業に積極的に取り組み、売上・利益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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して７億25百万円増加し、66億85百万円と

なりました。

　 流動資産の合計は８億33百万円増加し、17億91百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加８億71百万円に

よるものであります。

固定資産の合計は１億８百万円減少し、48億93百万円となりました。これは主に減損損失と減価償却費の計上等によ

る有形固定資産の減少１億34百万円によるものであります。

(負債)

負債総額は、前連結会計年度末と比較して11億82百万円増加し、41億56百万円となりました。これは主に長期借入金

の増加、10億22百万円によるものであります。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末と比較して４億56百万円減少し、25億28百万円となりました。これは主に利益剰余金の

減少４億59百万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

本年２月以降、新型コロナウィルス感染症拡大での大規模な行動自粛により、消費活動は停滞しております。依

然 として、感染者数の数値に消費活動が敏感に反応している段階であり、感染症の収束時期が見通せない現時点に

おいては、合理的な業績予想の算定は困難であり、2021年２月期の業績予想は引き続き未定とさせていただきま

す。今後、合理的な業績予想が可能となった時点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２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 568,804 1,440,225

売掛金 33,360 51,011

商品及び製品 184,050 136,911

原材料及び貯蔵品 24,161 18,847

その他 147,282 144,612

流動資産合計 957,659 1,791,607

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,840,576 1,697,307

機械装置及び運搬具（純額） 34,534 28,920

工具、器具及び備品（純額） 110,504 100,350

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 3,846,732

無形固定資産 124,374 121,624

投資その他の資産

投資有価証券 1,083 1,083

長期貸付金 189,248 170,048

敷金及び保証金 614,434 596,918

繰延税金資産 67,079 133,059

その他 46,108 42,758

貸倒引当金 △21,462 △18,359

投資その他の資産合計 896,492 925,509

固定資産合計 5,001,952 4,893,866

資産合計 5,959,612 6,685,473

負債の部

流動負債

買掛金 178,061 174,629

1年内返済予定の長期借入金 761,306 1,119,770

未払法人税等 78,126 38,208

賞与引当金 20,929 20,580

ポイント引当金 26,716 19,872

資産除去債務 ― 4,624

その他 452,509 312,004

流動負債合計 1,517,650 1,689,690

固定負債

長期借入金 1,236,304 2,258,328

長期未払金 10,400 10,400

資産除去債務 118,292 114,696

その他 91,429 83,676

固定負債合計 1,456,426 2,467,100

負債合計 2,974,076 4,156,791

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
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利益剰余金 795,587 336,131

自己株式 △29,615 △29,615

株主資本合計 2,978,516 2,519,061

新株予約権 3,169 5,553

非支配株主持分 3,849 4,068

純資産合計 2,985,536 2,528,682

負債純資産合計 5,959,612 6,685,473
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 4,067,876 2,588,460

売上原価 1,288,843 839,011

売上総利益 2,779,033 1,749,449

販売費及び一般管理費 2,640,758 2,109,024

営業利益又は営業損失(△) 138,275 △359,575

営業外収益

受取利息 3,190 2,499

協賛金収入 4,731 4,073

受取賃貸料 45,151 37,165

その他 5,976 13,866

営業外収益合計 59,049 57,605

営業外費用

支払利息 5,086 6,524

賃貸費用 41,030 32,973

その他 3,462 331

営業外費用合計 49,579 39,830

経常利益又は経常損失(△) 147,745 △341,799

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 1,353

店舗閉鎖損失 ― 18,258

減損損失 11,170 83,619

特別損失合計 11,236 103,231

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(△)

136,833 △445,031

法人税、住民税及び事業税 67,448 20,164

法人税等調整額 △2,280 △66,031

法人税等合計 65,168 △45,867

四半期純利益又は四半期純損失(△) 71,665 △399,163

非支配株主に帰属する四半期純利益 234 218

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(△)

71,430 △399,381
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) 71,665 △399,163

四半期包括利益 71,665 △399,163

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 71,430 △399,381

非支配株主に係る四半期包括利益 234 218
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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(△)

136,833 △445,031

減価償却費 116,505 111,969

減損損失 11,170 83,619

株式報酬費用 654 2,383

受取利息 △3,190 △2,499

支払利息 5,086 6,524

固定資産除却損 65 1,353

固定資産売却損益（△は益） △324 ―

店舗閉鎖損失 ― 18,258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,363 △3,103

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,457 △348

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,988 52,453

仕入債務の増減額（△は減少） 86,265 △3,432

未払金の増減額（△は減少） 54,938 △49,507

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,086 △87,267

その他 32,329 △66,798

小計 472,504 △381,426

利息の受取額 583 521

利息の支払額 △5,025 △7,493

法人税等の支払額 △21,257 △49,143

法人税等の還付額 21,079 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 467,883 △437,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △146,551 △47,688

無形固定資産の取得による支出 △75,662 △850

有形固定資産の売却による収入 350 20

貸付けによる支出 △11,060 △6,995

貸付金の回収による収入 39,781 32,043

敷金及び保証金の差入による支出 △9,936 △2,039

敷金及び保証金の回収による収入 8,691 13,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △194,388 △11,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △448,577 △519,512

配当金の支払額 △59,710 △59,656

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,287 1,320,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,207 871,420

現金及び現金同等物の期首残高 682,176 568,804

現金及び現金同等物の四半期末残高 747,384 1,440,225
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（４）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。

（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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