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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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 ％

2021年3月期第2四半期 12,172 △24.9 △416 ― △429 ― △549 ―

2020年3月期第2四半期 16,209 3.6 743 165.1 710 187.3 305 ―

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　△563百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　271百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △51.66 ―

2020年3月期第2四半期 28.73 ―

(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

2021年3月期第2四半期 33,872 13,286 38.8 1,236.29

2020年3月期 34,699 14,138 40.3 1,316.33

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 13,139百万円 2020年3月期 13,989百万円

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3月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3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３月期配当金は未定とさせていただきます。業績予想の開示が可能となった段階で公表いたします。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現時点では適正かつ合理的な算出が困難なため、状況が落ち
着き、事業活動への影響確認が進み業績予想の開示が可能になった段階で速やかに公表いたします。

（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（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料８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」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） 2021年3月期2Q 11,459,223 株 2020年3月期 11,459,223 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 831,403 株 2020年3月期 831,353 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 10,627,859 株 2020年3月期2Q 10,627,911 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

本資料における予想数値及び将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。実際の業績等は、経営環境の変化等により、本資料の予想数値または将来に関する記述と異なる場合があります。
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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、世界規模での新型コロナウイルス感染症の拡大により社会

経済活動が制限され、外出自粛などにより個人消費が大幅に減少し、企業の生産活動や設備投資が抑制されるな

ど景気の悪化が急速に進みました。緊急事態宣言解除後、経済活動の再開により感染拡大防止策を講じつつ、社

会経済活動レベルの引き上げとともに一部で景気の持ち直しも見られますが、依然として予断を許さない状況が

続いております。

当社事業におきましても新型コロナウイルス感染症の拡大により、商業施設の臨時休業や営業時間の短縮など

事業活動が大きく制限されました。

このような環境の中、当社グループは、人材育成、商品力の強化、構造改革に取り組みましたが、当社グルー

プの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は、商業施設の臨時休業や外出自粛などにより、121億72百万円

（前年同期比24.9％減）となりました。営業損益は、４億16百万円の損失（前年同期は７億43百万円の利益）と

なり、経常損益は４億29百万円の損失（前年同期は７億10百万円の利益）となりました。親会社株主に帰属する

四半期純損益は、５億49百万円の損失（前年同期は３億５百万円の利益）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

① 宝飾品

外部顧客への売上高は、新型コロナウィルス感染症の拡大による商業施設の臨時休業やそれに伴う外出自粛な

どにより103億８百万円(前年同期比26.9％減)となり、セグメント損益は、３億46百万円の損失(前年同期は８億

52百万円の利益)となりました。

② 眼鏡

外部顧客への売上高は、新型コロナウィルス感染症の拡大による商業施設の臨時休業やそれに伴う外出自粛な

どの影響もありましたが、緊急事態宣言解除後には好調に推移し、11億４百万円(前年同期比1.8％減)となり、セ

グメント損益は、96百万円の利益(前年同期比29.3％増)となりました。

③ 食品販売・飲食店

外部顧客への売上高は、新型コロナウィルス感染症の拡大による商業施設の臨時休業や営業時間の短縮などに

より、７億59百万円(前年同期比22.0％減)となり、セグメント損益は、１億70百万円の損失(前年同期は１億87百

万円の損失)となりました。

当四半期における当社グループの主な店舗展開は以下のとおりです。

セグメント 宝飾品 眼鏡 食品販売・飲食店

会社名 As-ｍeエステール㈱ キンバレー㈱
ヴィレッジヴァンガード

プレース㈱

前期末店舗数 368 61 30

新規出店 4 1 ―

閉店 △9 △2 ―

当四半期末店舗数 363 60 30
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（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の346億99百万円より８億27百万円減少し、338億

72百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加１億74百万円及びその他の固定資産の増加２億

69百万円と、商品及び製品などのたな卸資産の減少３億75百万円、現金及び預金の減少１億50百万円、敷金保証

金の減少１億46百万円及びその他の流動資産の減少４億94百万円などであります。

負債合計は、前連結会計年度末の205億60百万円より24百万円増加し、205億85百万円となりました。主な増減

は、長期借入金の増加18億23百万円及び１年内返済予定の長期借入金の増加３億96百万円と、支払手形及び買掛

金の減少15億64百万円、法人税等の支払による未払法人税等の減少３億73百万円、事業損失引当金の減少81百万

円及びその他の流動負債の減少１億75百万円などであります。

純資産合計は、前連結会計年度末の141億38百万円より８億52百万円減少し、132億86百万円となりました。主

な増減は、親会社株主に帰属する四半期純損失５億49百万円及び剰余金の配当２億86百万円による利益剰余金の

減少などであります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の88億76百万円より１億38百万

円減少し、87億38百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは19億89百万円のマイナス（前年同期は６億96百万円のプラス）となりま

した。これは主にたな卸資産の減少３億75百万円、減価償却費２億17百万円及びその他の流動資産・負債などの

その他４億93百万円の資金増加と、仕入債務の減少15億38百万円、税金等調整前四半期純損失６億99百万円、法

人税等の支払額３億３百万円、未払又は未収消費税等の増減額２億39百万円及び未払金の減少額２億35百万円の

資金減少によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは80百万円のマイナス（前年同期は３億54百万円のマイナス）となりまし

た。これは主に敷金保証金の回収１億70百万円の収入と、固定資産の取得１億98百万円、敷金保証金の差入19百

万円及び投資その他の資産などその他44百万円の支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動におけるキャッシュ・フローは19億33百万円のプラス（前年同期は12億６百万円のプラス）となりま

した。これは主に長期借入金の増加22億20百万円（純額）の収入と、配当金の支払２億86百万円の支出によるも

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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現時点では適正

かつ合理的な算出が困難なため、状況が落ち着き、事業活動への影響確認が進み業績予想の開示が可能となった

段階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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,945 8,795

受取手形及び売掛金 1,944 2,119

商品及び製品 10,185 9,839

仕掛品 1,758 1,646

原材料及び貯蔵品 2,924 3,006

その他 720 225

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 26,477 25,632

固定資産

有形固定資産 2,458 2,381

無形固定資産

のれん 129 102

その他 198 198

無形固定資産合計 327 300

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,887 2,740

その他 2,549 2,819

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 5,435 5,557

固定資産合計 8,221 8,239

資産合計 34,699 33,872

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,548 2,983

１年内返済予定の長期借入金 3,639 4,036

未払法人税等 509 135

賞与引当金 473 449

その他 2,630 2,454

流動負債合計 11,800 10,058

固定負債

長期借入金 6,378 8,202

役員退職慰労引当金 640 654

退職給付に係る負債 1,574 1,580

資産除去債務 71 76

事業損失引当金 81 ―

その他 13 12

固定負債合計 8,759 10,526

負債合計 20,560 20,585
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,571 1,571

資本剰余金 3,384 3,384

利益剰余金 9,594 8,758

自己株式 △570 △570

株主資本合計 13,980 13,144

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 47 46

為替換算調整勘定 △43 △49

退職給付に係る調整累計額 5 △1

その他の包括利益累計額合計 9 △5

非支配株主持分 148 147

純資産合計 14,138 13,286

負債純資産合計 34,699 33,872
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 16,209 12,172

売上原価 6,304 4,912

売上総利益 9,904 7,259

販売費及び一般管理費 9,161 7,675

営業利益又は営業損失（△） 743 △416

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 5 3

受取手数料 18 14

その他 8 10

営業外収益合計 33 29

営業外費用

支払利息 19 18

為替差損 28 4

その他 18 20

営業外費用合計 66 43

経常利益又は経常損失（△） 710 △429

特別利益

固定資産売却益 0 0

受取補償金 1 28

助成金収入 ― 208

特別利益合計 1 236

特別損失

減損損失 143 72

店舗閉鎖損失 8 5

関係会社整理損 ― 5

臨時休業による損失 ― 422

特別損失合計 152 506

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（△）

560 △699

法人税等 254 △150

四半期純利益又は四半期純損失（△） 305 △548

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

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（△）

305 △549
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 305 △548

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 △23 △6

退職給付に係る調整額 △8 △7

その他の包括利益合計 △33 △14

四半期包括利益 271 △563

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 271 △563

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30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（△）

560 △699

減価償却費 308 217

減損損失 143 72

のれん償却額 27 27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 △24

受取利息及び受取配当金 △6 △5

支払利息 19 18

関係会社整理損益（△は益） - 5

固定資産除売却損益（△は益） △0 △0

助成金収入 - △208

臨時休業による損失 - 422

売上債権の増減額（△は増加） 166 △176

たな卸資産の増減額（△は増加） △246 375

仕入債務の増減額（△は減少） △2 △1,538

未払金の増減額（△は減少） △14 △235

未払又は未収消費税等の増減額 △17 △239

その他 205 493

小計 1,085 △1,484

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △19 △18

法人税等の支払額 △375 △303

助成金の受取額 - 205

臨時休業による損失の支払額 - △395

営業活動によるキャッシュ・フロー 696 △1,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △11 △22

定期預金の払戻による収入 10 33

固定資産の取得による支出 △340 △198

固定資産の売却による収入 - 0

敷金及び保証金の差入による支出 △48 △19

敷金及び保証金の回収による収入 65 170

その他 △31 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー △354 △80
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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 3,700 4,400

長期借入金の返済による支出 △2,206 △2,179

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △286 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,206 1,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,543 △138

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △51 -

現金及び現金同等物の期首残高 8,387 8,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,879 8,738
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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）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月13日
取締役会

普通株式 286 27円00銭 2019年３月31日 2019年６月12日 利益剰余金

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

配当に関する事項

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月13日
取締役会

普通株式 286 27円00銭 2020年３月31日 2020年６月10日 利益剰余金

（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、当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、税金等調整前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

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。

（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、会計上の見積りについての新型コロナウイルス感染症

の影響が一定期間続くとの仮定に重要な変更はありません。

　


