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1. 2021年3月期第3四半期の業績（2020年4月1日～2020年12月31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 ％

2021年3月期第3四半期 3,118 △66.3 △2,627 ― △2,167 ― △2,486 ―

2020年3月期第3四半期 9,256 121.4 438 ― 389 ― 311 △89.0

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3四半期 △744.29 ―

2020年3月期第3四半期 93.15 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 23,973 6,904 28.8

2020年3月期 25,391 9,258 36.5

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 6,904百万円 2020年3月期 9,258百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ― ―

2021年3月期（予想） 0.00 0.00

（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. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021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 4,000 △65.2 △3,910 ― △3,360 ― △3,790 ― △1,134.49

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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） 2021年3月期3Q 3,463,943 株 2020年3月期 3,463,943 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 123,230 株 2020年3月期 123,139 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 3,340,756 株 2020年3月期3Q 3,340,826 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短信
（添付資料）２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期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の拡大に伴う１回目の緊急事態宣言を

機に休業要請や外出自粛要請が本格化し景気が急激に悪化する状況でスタートしたものの、その後は感染症対策の

浸透や政府の景気刺激策により緩やかに回復基調に向かいました。しかしながら年末に到来した新型コロナウイル

ス感染症第３波の影響により再び景気が悪化し、依然として将来の見通しが極めて不透明な状況で推移いたしまし

た。

当社におきましても、政府による緊急事態宣言を受け、本舘および営業所において４月11日から約50日間の臨時

休業を実施いたしました。その後緊急事態宣言解除を受け、感染拡大防止対策の徹底や新たな勤務体制の導入など、

事業継続対策を一段と強化し６月より営業を再開いたしました。また、キッチンカー営業を大丸有エリアからスタ

ートさせるなど、新たな取り組みも積極的に展開しております。

このような状況下にあって、売上高は3,118百万円(前年同四半期比66.3%減)となりました。

一方、経費につきましては、雇用調整助成金制度を活用し社員の雇用を守ることを基本に人件費負担は維持しつ

つ、施設管理に係る委託費用の減免や広告宣伝費などの政策的費用の縮減など諸経費の削減を進めました。しかし

ながら売上高減少の規模が著しく、営業損失は2,627百万円(前年同四半期は営業利益438百万円)、経常損失は2,167

百万円(前年同四半期は経常利益389百万円)、四半期純損失は2,486百万円(前年同四半期は四半期純利益311百万円)

となりました。

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前事業年度末に比べて1,418百万円減少し23,973百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券

が212百万円増加し、有価証券が500百万円、有形固定資産が820百万円それぞれ減少したことであります。

負債は、前事業年度末に比べて936百万円増加し17,068百万円となりました。その主な要因は、流動負債の「その

他」に計上した預り金が650百万円増加したことであります。

純資産は、四半期純損失の計上および期末配当の実施などにより、純額で前事業年度末に比べ2,354百万円減少し

6,904百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績につきましては、2020年10月30日に発表いたしました業績予想に変更はございません。今後、業績予

想に変更の必要が生じた場合には適切に開示いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,719,015 1,408,097

売掛金 284,114 365,840

有価証券 2,000,010 1,499,976

商品及び製品 20,496 16,948

仕掛品 6,945 6,211

原材料及び貯蔵品 125,563 116,408

その他 225,277 296,080

貸倒引当金 △357 △405

流動資産合計 4,381,065 3,709,158

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 13,169,953 12,607,861

構築物（純額） 181,971 177,465

機械装置及び運搬具（純額） 87,570 19,604

工具、器具及び備品（純額） 256,354 230,247

土地 2,033,143 2,033,143

リース資産（純額） 1,745,937 1,585,704

有形固定資産合計 17,474,930 16,654,028

無形固定資産

リース資産 57,024 50,089

電話加入権 3,009 3,009

無形固定資産合計 60,034 53,098

投資その他の資産

投資有価証券 1,680,615 1,893,572

その他 1,794,488 1,663,145

投資その他の資産合計 3,475,104 3,556,717

固定資産合計 21,010,069 20,263,844

資産合計 25,391,134 23,973,002
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 110,151 140,956

短期借入金 380,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 298,000

未払金 712,922 947,759

未払法人税等 54,046 90,651

賞与引当金 133,080 72,010

その他 1,091,312 1,877,812

流動負債合計 2,531,512 3,807,190

固定負債

長期借入金 9,525,000 9,252,000

退職給付引当金 1,281,968 1,222,210

資産除去債務 20,046 20,217

その他 2,774,250 2,767,208

固定負債合計 13,601,264 13,261,636

負債合計 16,132,776 17,068,827

純資産の部

株主資本

資本金 3,700,011 3,700,011

資本剰余金 2,883,140 2,883,140

利益剰余金 2,612,352 92,438

自己株式 △441,841 △442,117

株主資本合計 8,753,663 6,233,472

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 504,693 670,702

評価・換算差額等合計 504,693 670,702

純資産合計 9,258,357 6,904,175

負債純資産合計 25,391,134 23,973,002
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 9,256,064 3,118,409

売上原価 8,123,811 5,172,963

売上総利益又は売上総損失（△） 1,132,253 △2,054,554

販売費及び一般管理費 693,874 573,014

営業利益又は営業損失（△） 438,378 △2,627,569

営業外収益

受取利息 422 236

受取配当金 39,747 43,858

助成金収入 - 536,384

その他 9,057 12,850

営業外収益合計 49,227 593,330

営業外費用

支払利息 95,864 131,074

コミットメントフィー 2,071 2,071

その他 151 0

営業外費用合計 98,087 133,146

経常利益又は経常損失（△） 389,518 △2,167,385

特別利益

投資有価証券売却益 - 32,313

特別利益合計 - 32,313

特別損失

減損損失 - 253,227

特別損失合計 - 253,227

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 389,518 △2,388,299

法人税、住民税及び事業税 46,272 9,907

法人税等調整額 32,031 88,299

法人税等合計 78,304 98,206

四半期純利益又は四半期純損失（△） 311,213 △2,486,506
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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）

当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

　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）

当第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

　該当事項はありません。

　


