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(百万円未満切捨て)

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 7,834 △61.0 △2,997 － △2,782 － △2,294 －

2020年２月期第２四半期 20,080 7.2 1,486 10.7 1,682 11.8 954 6.2
(注)包括利益 2021年２月期第２四半期△2,290百万円( －％) 2020年２月期第２四半期 958百万円( 6.7％)
　

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 △89.01 －

2020年２月期第２四半期 37.09 37.03
　

(注)当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、
　１株当たり四半期純損失であるために記載しておりません。

（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 28,193 14,082 49.9

2020年２月期 22,975 16,371 71.3
(参考) 自己資本 2021年２月期第２四半期 14,082百万円 2020年２月期 16,371百万円
　

　

　

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 － 13.00 － 0.00 13.00

2021年２月期 － 0.00

2021年２月期(予想) － － －

(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
　　

(注２)2021年２月期の期末配当につきましては、現時点で未定です。

　

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 25,000 △37.8 △2,500 － △2,200 － △1,300 － △50.48
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　



※ 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 ： 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 ： 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 25,776,689株 2020年２月期 25,774,689株

② 期末自己株式数 2021年２月期２Ｑ 208株 2020年２月期 161株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期２Ｑ 25,776,155株 2020年２月期２Ｑ 25,735,283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

　(将来に関する記述等についてのご注意)
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。
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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、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済活動の停滞や個人

消費の急減等からリーマンショックを上回る収縮を見せており、先行き不透明な状況が続いております。

外食業界におきましては、緊急事態宣言下における売上の落ち込みから一時持ち直しの動きも見られたものの、

業界全体の売上は前年を下回り、特に当社グループが主として展開する居酒屋業態につきましては、休業及び営業

時間の短縮、インバウンド売上の消失等の影響により、大きな打撃を受けました。

このような状況の中で当社グループは、新型コロナウイルス感染症の予防対策として「大切なお客様へ１０の取

り組み」を策定し、従業員のマスク着用やアルコール消毒液による店内消毒、アクリル板を設置しての飛沫感染防

止対策など、店舗の衛生管理を徹底して継続するとともに、デリバリーサービスの強化やテイクアウトメニューの

拡充を行うなど、早期の業績回復に向け努めてまいりました。

鳥良事業部門においては、「おもてなしとりよし」を「鳥良」からの業態転換により１店舗出店いたしました。

一方で、「鳥良」３店舗を退店し、当第２四半期連結会計期間末現在の店舗数は67店舗となりました。その結果、

鳥良事業部門における当第２四半期連結累計期間の売上高は1,638百万円（前年同期比69.1％減）となりました。

磯丸事業部門においては、「磯丸水産」を１店舗出店したほか、愛知県にフランチャイズ店を１店舗出店いたし

ました。一方で、「磯丸水産」２店舗を退店し、当第２四半期連結会計期間末現在の店舗数は直営121店舗、フラン

チャイズ13店舗となりました。その結果、磯丸事業部門における当第２四半期連結累計期間の売上高は4,603百万円

（前年同期比60.1％減）となりました。

その他部門においては、「生そば玉川」及び「とろたく」を各１店舗出店いたしました。一方で、「五の五」１

店舗を退店し、当第２四半期連結会計期間末現在の店舗数は31店舗となりました。その結果、その他部門における

当第２四半期連結累計期間の売上高は906百万円（前年同期比62.3％減）となりました。

フードアライアンスメンバー（連結子会社）においては、株式会社ジョー・スマイルが「磯丸水産」を１店舗出

店したほか、「村一番」、「前川珈琲レストラン」、「平陽珍」を業態転換により各１店舗出店いたしました。一

方で、４店舗を退店いたしました。また、株式会社クルークダイニングが「豚のさんぽ」を業態転換により１店舗

出店いたしました。その結果、当第２四半期連結会計期間末現在の店舗数は株式会社ジョー・スマイルが17店舗、

株式会社クルークダイニングが22店舗（うち、フランチャイズ２店舗）となり、当第２四半期連結累計期間の売上

高は686百万円となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間において、店舗の減損損失652百万円を計上しております。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の経営成績は、総店舗数が直営256店舗、フランチャイズ15店舗とな

り、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は7,834百万円（前年同期比61.0％減）、営業損失は

2,997百万円（前年同期は営業利益1,486百万円）、経常損失は2,782百万円（前年同期は経常利益1,682百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失は2,294百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益954百万円）と

なりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,217百万円増加し、28,193百万

円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。

(流動資産)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,292百万円増加し、14,019百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が5,718百万円増加した一方、売掛金が394百万円減少したことによ

るものです。

(固定資産)

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ74百万円減少し、14,173百万

円となりました。これは主に、投資その他の資産が繰延税金資産の計上を中心に835百万円増加した一方、有形固定

資産が728百万円、無形固定資産が181百万円減少したことよるものです。

(流動負債)

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7,352百万円増加し、12,234百

万円となりました。これは主に、短期借入金が9,340百万円増加した一方、買掛金が458百万円、その他流動負債が

1,319百万円減少したことによるものです。

(固定負債)

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ153百万円増加し、1,876百万

円となりました。これは主に、長期借入金が330百万円増加した一方、資産除去債務が88百万円、社債が73百万円減

少したことによるものです。

(純資産)

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,289百万円減少し、14,082百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が2,294百万円減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年２月期の連結業績予想につきましては、2020年７月14日に発表した予想数値から変更はございません。
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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 7,148,323 12,867,013

売掛金 672,030 277,645

原材料及び貯蔵品 149,557 113,231

その他 757,380 761,469

流動資産合計 8,727,290 14,019,360

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,190,806 10,912,535

減価償却累計額 △4,884,428 △5,152,516

建物及び構築物（純額） 6,306,377 5,760,019

土地 19,148 19,148

建設仮勘定 96,813 52,055

その他 3,040,399 3,019,283

減価償却累計額 △2,242,372 △2,358,823

その他（純額） 798,027 660,459

有形固定資産合計 7,220,366 6,491,682

無形固定資産

のれん 2,048,541 1,870,844

その他 35,773 32,277

無形固定資産合計 2,084,314 1,903,122

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,097,123 3,965,789

その他 855,325 1,813,162

貸倒引当金 △8,500 －

投資その他の資産合計 4,943,948 5,778,951

固定資産合計 14,248,630 14,173,756

資産合計 22,975,920 28,193,117
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(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)

負債の部

流動負債

買掛金 990,822 531,902

短期借入金 10,000 9,350,000

1年内償還予定の社債 6,000 76,000

1年内返済予定の長期借入金 121,839 184,704

未払法人税等 410,059 70,875

賞与引当金 314,301 213,578

株主優待引当金 99,389 114,661

店舗閉鎖損失引当金 25,735 53,530

資産除去債務 23,276 78,255

その他 2,880,036 1,560,730

流動負債合計 4,881,460 12,234,237

固定負債

社債 73,000 －

長期借入金 250,081 580,979

退職給付に係る負債 245,504 257,956

資産除去債務 794,286 705,715

その他 359,886 331,957

固定負債合計 1,722,757 1,876,608

負債合計 6,604,217 14,110,846

純資産の部

株主資本

資本金 542,377 542,712

資本剰余金 5,898,431 5,898,766

利益剰余金 9,939,739 7,645,469

自己株式 △295 △373

株主資本合計 16,380,253 14,086,575

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △8,763 △4,382

その他の包括利益累計額合計 △8,763 △4,382

非支配株主持分 212 77

純資産合計 16,371,702 14,082,270

負債純資産合計 22,975,920 28,193,117
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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 20,080,142 7,834,392

売上原価 5,852,400 2,294,853

売上総利益 14,227,742 5,539,539

販売費及び一般管理費 12,740,987 8,536,791

営業利益又は営業損失（△） 1,486,755 △2,997,252

営業外収益

協賛金収入 146,299 146,366

保険解約返戻金 35,183 －

その他 37,488 101,288

営業外収益合計 218,972 247,655

営業外費用

支払利息 2,024 11,246

不動産賃貸原価 7,750 7,750

その他 13,879 13,687

営業外費用合計 23,654 32,684

経常利益又は経常損失（△） 1,682,073 △2,782,281

特別利益

助成金収入 － ※1 1,519,800

受取補償金 65,543 －

特別利益合計 65,543 1,519,800

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 － ※2 1,318,979

固定資産除却損 － 6,347

減損損失 236,000 652,855

店舗閉鎖損失 6,383 1,650

店舗閉鎖損失引当金繰入額 27,498 52,951

特別損失合計 269,883 2,032,784

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（△）

1,477,734 △3,295,265

法人税、住民税及び事業税 598,439 35,660

法人税等調整額 △75,202 △1,036,521

法人税等合計 523,237 △1,000,860

四半期純利益又は四半期純損失（△） 954,497 △2,294,405

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

3 △135

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（△）

954,493 △2,294,270
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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（△） 954,497 △2,294,405

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 3,692 4,381

その他の包括利益合計 3,692 4,381

四半期包括利益 958,189 △2,290,023

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 958,185 △2,289,888

非支配株主に係る四半期包括利益 3 △135
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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。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につ

いて、新型コロナウイルス感染症拡大状況の悪化に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は緊急事態宣言解

除後から2021年２月期末にかけて緩やかに回復していくことへ想定を一部変更しております。なお、当該変更によ

る影響はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 助成金収入の内容は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。

※２ 新型コロナウイルス感染症による損失の主な内訳は、休業要請に伴い発生した食材廃棄、休業中店舗の地

代家賃及び人件費等であります。

（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、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


